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長寿大学交流会
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かみはやし穀菜マラソン（神林）
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絵手紙教室（山北）
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村上地区公民館まつり（村上）
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地区公民館長リレーコラム（荒川）
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サークル紹介（神林）

u

イベント告知 10 月・11 月の予定

学生とも交流があり良かった」などの感想が
寄せられ、有意義な三大学交流会になりまし
た。来年度は、関川村での開催を予定してい
ます。

9 月 10 日（木）、総合文化会館（朝日）を
会場に、山北高嶺大学・むらかみ長寿大学・
朝日長寿大学の学生が一堂に会して第 25 回
三大学交流会を開催しました。400 名を超え
る参加で、大ホールは皆さんのやる気と学習
意欲の高さで熱気を帯びていました。

午前の学習会では、有限会社ナマラエンタ
ーテイメント代表取締役の江口歩様にご講演
をしていただきました。
「笑いと健康」という
テーマで、ご自身の経験談を含め、様々なお
話をしていただきました。講演中は終始笑い
があふれ、あっという間に楽しい時間が過ぎ
ていきました。

記念講演では「子どもは未来の宝物」とい
うテーマで元朝日中学校校長の工藤ひとし様
が「地域全体で子ども達を大切に育てて欲し

午後からの芸能発表会では、各地区から大
勢の方に参加していただき、踊り・カラオケ・
コーラスなど大変盛り上がりました。各地区
の皆さんから、「来年も楽しみだ」「他地区の

い」と熱弁をふるわれました。
午後の部の芸能発表会では、日ごろの練習
の成果と各大学の個性を存分に発揮し、会場
は大いに盛り上がりました。

工藤先生が地域の子どもについ

て熱く語りました

芸能発表会では、各地区から多彩な

芸が発表されました

9 月 4 日（金）に関川村やまゆり大学・荒
川高坪大学・神林地区長寿大学が一堂に集い、
三大学交流会を開催しました。今年は、神林
総合体育館を会場に 265 名が参加し、学習
会・芸能発表会を通じて知識を深めるととも
に、相互の親睦と交流を深めました。

u

方、また一般市民ボランティアの方々からも
ご協力をいただき、大会を無事終了すること
ができました。ありがとうございました。

昨年に引き続き、仮装
ランナーの募集も行い、
フリーザやパンダ、ペン
ギンなどさまざまな仮
装で大会を盛り上げま
した。
小規模ながら村上市
陸上競技協会をはじめ、
神林地区の体育協会、スポーツ少年団の皆様

真剣な表情で絵手紙を描きました

記録を目指して力走しました（右）

お茶目なパンダも走りました（下）

９月６日（日）、神林総合運動公園を会場に
第 17 回かみはやし穀菜マラソンが開催され
ました。遠くは長岡市や加茂市からも参加者
があり、307 名がエントリーしました。コー
スは 2 キロ・3 キロ・5 キロ・10 キロに分
かれ、黄金色に染まった田園風景の中を、沿
道の声援を受けながら思い思いに走り抜けま
した。ゴール後は、地元産の米を使ったおに
ぎりもふるまわれました。

９月１８日（金）、さんぽく会館で絵手紙教
室を行いました。講師から筆の持ち方、線の
描き方、絵と短い言葉からイメージが膨らむ
絵手紙の説明がありました。その後、それぞ
れが持ってきた野菜、果物の絵を描きました。
参加者からは、「難しい」「かぼちゃに見え
ない」と声が上がり、
「先生、この色はどうす
ればいいの」と熱心に取り組んでいました。
「初回にしては、上手ですよ」と講師の言葉
に２回目以降に期待が膨らみました。参加者
からは、「絵手紙を習いたかったので良かっ
た」
「これから少しずつ描いて年賀状で出した
い」と感想がありました。
１１月７日・８日の山北地区文化祭で作品
展示を予定しています。

村上市美術展覧会・各地区文化祭のお知らせ
芸術文化の秋です。市内各地で展覧会や文化祭が開催されます。
市内の芸術家のすばらしい作品が出展されますので、どうぞご来場ください。
第８回村上市美術展覧会・第1回文化展 11月1日（日）～3日（火・祝） 会場 村上体育館
荒川地区文化祭 11月3日（火・祝）～4日（水） 会場 荒川地区公民館・荒川総合体育館
神林地区文化祭 11月3日（火・祝）～4日（水） 会場 神林農村環境改善センター
朝日地区文化祭 10月31日（土）～11月1日（日） 会場 総合文化会館
山北地区文化祭 11月7日（土）～8日（日）

会場 さんぽく会館

※各会場で「文芸むらかみ第6号」の特別販売を行います。どうぞお買い求めください。
一般販売は、11月4日（水）以降、各地区公民館窓口で行います。

9 月 26 日（土）27 日（日）の 2 日間、
生涯学習推進センターを会場に、
「村上地区公
民館まつり」を開催しました。
市役所となりの旧公民館時代に実施してい
た公民館まつりが時代の流れとともに廃止と
なって数年がたっていましたが、公民館運営

ラダンスなどのグループが練習の成果を発表
しました。
各グループでは新規メンバーを随時募集し
チームワーク抜群のフラダンス

消費者協会のエコたわしづくり体験

として、ジャンルを問わず様々な団体が出展
しました。
また、折り紙、スポーツ吹き矢、クラシッ
クギター、エコたわし作りなどの体験コーナ

９月１９日（土）、村上地区公民館の芸能部
門の発表会として「第８回音楽とおどりの集
い」を教育情報センターで開催しました。
生涯学習推進センターで日ごろ練習してい
る民謡、舞踊、合唱、クラシックギター、フ
舞踊で観客を魅了しました

来場者に作品の解説をしています

協力員や、日ごろ公民館活動をしているクラ
ブ・サークルの皆さんから「もう一度公民館
まつりを復活させたい」という声があり、公
民館の移転後、初開催となりました。
作品展示では、誰でも気軽に展示できる場

ーも実施し、来場者も楽しみながら参加して
いました。
出展者からは、「作品が発表できてよかっ
た。また、来年もしたい」と感想が寄せられ
ました

ているそうですので、「新しく何かを始めた
い」という方は、村上地区公民館までお問い
合せください。

勲

１１月１３日（金）男女共同参画講演会（中央）

サークル紹介

※詳細は紙面の告知欄をご覧ください。

神林「ひまわり舞踊会」 です

各地区文化祭・市美術展覧会

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

１１月１４日（土）人権講演会（中央）

ているもので
す。
踊りが好き
でやってみた
いと思ったら、
一度改善セン
ターに見に来
てください。
大歓迎いた
します。
これからも
ひまわり舞踊
会を愛して見
てください。

１０月３１日（土）～１１月８日（日）

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
TEL ５３－５１１１

１０月・１１月の予定

私たちの会は、７名の会員数です。
週一回月曜日の午後１時 分から神林農村環
境改善センターで練習しています。
私たちの活動内容は、 月の発表会・光延会
の研修会・芸能まつり、そして施設へのボラン
ティアと一年間があっという間に過ぎてしまう
という現状です。
この写真は、 月の発表会の衣装合わせをし
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公民館長リレーコラム

小川
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届く言葉

荒川地区公民館長

黒 柳 徹子 さん が 自らの 小 学校 時代 を つづ
った「窓ぎわのトットちゃん」。 年前に出
版 され たベス トセ ラ ーを久 しぶ りに 手に取
っ た。
笑 い あり涙 あ り のエピ ソ ード を読 み 進め
るうち、懐かしい言葉と「再会」した。
〈君
は 、本 当は、 いい 子 なんだ よ〉 トッ トちゃ
んに校長先生が言い続けた言葉だ。
旺 盛 な好奇 心 を 満たす た め、 先生 た ちを
驚 かせ るよう な「 事 件」を 次々 と起 こした
トットちゃん。黒柳さんは、あとがきで〈こ
の 言葉 が、ど んな に 、私の 、こ れまで を支
え てく れたか 、計 り 知れま せん 〉と深 い感
謝を捧げている。
寛 容 さが薄 れ 、排 他の 空 気が 強ま っ てい
る と指 摘され る現 代社 会。 家庭 や学校 で、
忙 しさ に「心 」を 「亡 」く しそ うな時 もあ
る 。そ ばに校 長先 生の 言葉 〈君 は本当 はい
い 子なん だよ 〉を 置い てお きた い。歳 月が
流 れても 決し てさ びな い「 心に 届く言 葉」
を。
33

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。

