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夏休み体験活動（村上）

u

絵本作家講演会（中央）

u

山北地区子どもを語る集い（山北）

u

終活セミナー（神林）

u

家庭教育講座（中央）

u

地区公民館長リレーコラム（山北）

u

サークル紹介（村上）

u

イベント告知 ８月・９月の予定

粟島の海で元気一杯の子ども達

放課後子ども教室の夏休み版として、地域
の支援者が中心となって、工作・茶道・料理・
将棋などを体験しました。７月２９日（水）
に実施した茶道体験では、日ごろ経験できな
い茶道の作法を習い、礼儀正しい立ち振る舞
いについても学ぶことができました。
約２週間の体験で充実した夏休みを過ごす
ことができ、地域の皆さんとのふれあいの中
で子どもたちも成長していました。

茶道で礼儀作法を学びました

個別対応でやさしくサポート

８月５日（水）に、村上地区公民館の自然
体験活動「わんぱく自然塾」で、粟島での体
験を行いました。わんぱく自然塾で粟島に行
くのは、初めてのことだったので、参加した
子ども達も船旅に大興奮でした。
粟島では資料館を見学した後、海で自然を
使った「粟島ビンゴ」をして楽しみました。

７月３１日（金）から８月２０日（木）に
かけて夏休み勉強会を実施しています。この
活動は、退職教員のみなさんがボランティア
活動として長年続けています。

７月２７日（月）から８月６日（木）にか
けて夏休み子ども体験教室を実施しました。

先生方は、
「一人ひとりに向き合い丁寧な指
導をする」ことを大切にしていただいており、
子ども達も自分のペースに合わせて学習する
ことができました。

プレイベントでコラージュづくり

８月２日（日）中央公民館では新潟県と連
携し、絵本作家あきびんごさんのおはなし会
とお絵かき会を開催しました。
本物の絵本作家から直接絵の描き方を教え
てもらえる貴重な機会とあって５０人の定員
はすぐにいっぱいとなりました。
当日は、あき先生から簡単にできる動物の
描き方などを丁寧に教えていただき、子ども
達も喜んでいました。

参加した親子連れは思い思いの作品を作
り、おはなし会の会場を盛り上げました。

あき先生から動物の描き方を教え

ていただきました

７月１日（水）、山北地区でＮＰＯ法人おた
すけさんぽく・郷育会議・まちづくり協議会
青少年健全育成市民会議・山北地区公民館の
５団体が参加し、情報交換会を行いました。

おはなし会の前段には地元の男性グループ
「へそ一座」の皆さんから紙芝居をしていた
だきました。
また、今回のおはなし会に読み聞かせボラ
ンティアグループ「エルフ文庫」が参画し、
７月１２日（日）にプレイベントとして、あ
き先生の「あいうえおん」をテキストにした
コラージュづくりもしました。

各団体の取り組みや成果などを発表した後
は、子ども達の現状について意見交換を行い、
「山北の子ども達は素直で明るい」、「地域の
人がとても協力的だ」という意見が多く出ま
した。
一方で、子どもの数が減少しているという
点から、
「子ども同士で遊ぶことが少なくなっ
ている」
「バス通学だと地域の人とふれあう機
会が少ない」などの意見が出ていました。こ
れらの人口減少の問題については、大人だけ
でなく子ども達も心配しているそうです。
このような会は初めての開催でしたが、今
後、これまで以上に各団体の協力・連携が大
切だと再確認できました。

村上地区公民館まつり

ペアレント・トレーニング講座

村上地区公民館では「村上地区公民館まつり」を開

親として成長するために、子育て・家庭教育につい

催します。どうそご来場ください。

て学んでみませんか。

【音楽とおどりのつどい】芸能部門の発表の場です。

と き ８月２９日（土）９月１２日（土）９月

と き 平成２７年９月１９日（土）
開場１２時３０分 開演１２時５０分
ところ 教育情報センター
※８月２５日から整理券を村上地区公民館で配布
【文化祭】作品展示部門の発表の場です。

２６日（土）１０月１０日（土）
・２４日（土）
１１月１４日（土）
・２８日（土）
いずれも午前９時３０分から１１時
ところ マナボーテ村上
講 師 ともそだちNature

と き 平成２７年９月２６日（土）２７日（日）

対 象 ４～１０歳までの子どもの保護者

ところ マナボーテ村上

定 員 １０人（先着順） 参加費 無料

問合せ先 村上地区公民館 ５３－５１１１

申込み・問合せ先 中央公民館 ５３ー５１１１

南先生が終活について説明

７月２６日（日）、中央公民館主催の家庭教
育講座として「楽器を作って親子でアンサン
ブル♪」を開催しました。
親子でマラカスづくり

講師の新潟青陵大学野口雅史准教授からペ
ットボトルを使ったマラカス作りを教えてい
ただき、作ったマラカスを使いながらみんな
で合唱しました。
楽器と歌でアンサンブル

「終活（しゅうかつ）」という言葉をご存じ
ですか？終活とは、より良い人生の終わりに
向けて、元気な今のうちに準備をしておくこ
とです。後悔しないために今からできること
を学ぶために、7 月 4 日（土）に神林地区公
民館で「終活セミナー」を開催しました。
参加者は 50 歳代から 80 歳代までと幅広
い年齢層の方がいて、南行政書士事務所の南
先生のお話に熱心に耳をかたむけていまし
た。終活の基本は、財産の棚卸からというこ
とで、相続が発生して一番困るのは重要書類
や身の回りの保管場所が分からないことだそ
うです。そういったトラブルにならないため
に、エンディングノートや遺言書の作成方法
などを分かりやすく教えていただき、無料で
配布されたノートに早速記入している参加者
もいました。
老後のことを今まであまり考えていなかっ
たり、誰に相続したらいいのか悩んでいたと
いう意見もあったので、今後の人生設計に役
立てたのではないかと思います。

親子で本格的な音楽にふれあえる貴重な体
験となりました。参加した保護者からは「子
どもと手作り楽器で演奏したり、先生の素敵
な歌を聴くことができてよかったです」と感
想が寄せられました。

パステルアート教室 参加者募集

文化会館 映画の日「手紙」

パステル素材の特徴ある穏やかさで温かみのあるトー

と き ９月５日（土）午前１０時～１１時４５分

ンを指で描きます。

ところ 総合文化会館

とき ９月２日（水）１６日（水）１０月７日（水）２１日（水）

入場料 無料

いずれも午後１時３０分～３時

上映作品 「手紙」

ところ 荒川地区公民館

東野圭吾の小説を映画化。犯罪被害者の親族の視点

講師 馬場綾子氏 定員 ２４人 参加費 無料

から、心の動きに迫った作品です。

問合せ先 荒川地区公民館

問合せ先 総合文化会館 ７２-６７００

TEL ６２－３０５０

公民館長リレーコラム

サークル紹介

９月１９日（土）音楽とおどりのつどい（村上）

村上「スポーツ吹き矢クラブ」 です

９月 ５日（土）映画上映会（朝日）

TEL ５３－５１１１
FAX ５３－２９７７
e-mail manabi@city.murakami.lg.jp

９月 ２日（水）パステルアート教室（荒川）

毎週水曜日の午後１時 分から生涯学習推
進センターで練習しています。
現在、子どもから高齢者までメンバー 人和
気あいあいと楽しく活動しながらも、それぞれ
が、昇級・昇段の目標を持って活動しています。
また、新潟県スポーツ吹矢大会など各種大会
では上位入賞目指してがんばっています。
スポーツ吹き矢は、集中力が必要なスポーツ
で、集中していると姿勢もよくなります。肺活
量も鍛えられます。

代表を務める小
山さんは、
「まと
に当たったとき
の爽快感がやり
がいになる」とス
ポーツ吹き矢の
楽しみを語って
いました。
新規メンバー
も募集中です。

まずは、一度水
曜日の活動を見
学に来ませんか。

８月２０日（木）親育ち講座（村上）
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まずは集ってみた
山北の子ども達が元気で健やかに育つことを願い
活動しているまちづくり協議会、郷育会議、学童保
育所等５団体が集い、情報交換会を７月に実施した。
これまで互いに活動していることは理解しつつ
も、団体の想いや具体的な活動内容、また抱える課
題等は分らないのが現状であった。
人口減、少子化等の課題が多い現在、互いを知り、
協力し合うことにより、今より少しは前進できるの
ではないかと思い、各団体に相談し実施に至った。
話し合いの主な内容は、団体のねらいや年間の活
動計画、その中で抱えている課題などである。事業
への参加依頼、広報の工夫やボランティア活動への
協力をもらえる秘訣等、活動の具体的な手立てや、
出てきた課題などに共感できるものが多いことに気
付いた。また、それぞれの団体から見える地区の子
どもの現状についてもうなづける点がある。
「大変素直である」
「頼まれた仕事は最後までやる」
「学習態度が良い」という好印象であるが、
「正式な
場ではおじけづく」一面があるという。また、われ
われ大人にも「子どもに援助の手をすぐに出す」と
いう辛口な意見もあった。
なにはともあれ、この会を通して、互いの顔が見
えたことが一番ありがたい。今後、街中で会ったと
きあいさつができる。
山北地区公民館長 板垣 昭一

８月１５日（土）村上市成人式（中央）

広報誌「マナボーテ村上」の問合せ先
村上市生涯学習課
社会教育推進室・中央公民館

８月・９月の予定
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サークル紹介は、各地区公民館で活動している趣味や教養のクラブ・サークルを紹介するコーナーです。

紙面に掲載希望のサークルは各地区公民館へお問合せください。

広報誌「マナボーテ村上」は村上市のホームページでも公開しています。どうぞご覧ください。

