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今月号の話題
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マナボーテ村上
２０１６年

４月号

村上市では、平成２７年度に子ども読書活
動推進計画を策定しました。

u

子ども読書活動（荒川など）

u

ふくちゃんの絵本ライブ（神林）

u

ピアノと声楽のコンサート（朝日）

u

親育ち講座（村上）

u

全国優良公民館表彰（中央）

u

社会教育委員紹介「能登谷愛貴さん」

u

サークル紹介（荒川）

u

イベント告知

４月・５月の予定

ノが紡ぎ出す音をまとったお話と、いつもと
は違った絵本の世界を楽しみました。

ボランティアが絵本を読んで紹介

学校や保育園はもちろん、図書館や公民館
など地域の中で子どもたちが絵本とふれあう
機会を充実することが盛り込まれています。
今月号では、地域の中で絵本に関する取り
組みを紹介します。

２月２１日（日）、荒川地区で活動する夢絵
本☆野いちごの自主事業、読み聞かせイベン
ト「親子で楽しむおはなしの会」が、荒川地
区公民館を会場に開催されました。
みんなで楽しい時間をすごしました

今年も子どもから大人まで大勢の人が参加
し、手遊びや歌を交えながら、大型絵本やエ
プロンシアターによるお話、フルートとピア

村上市では、１０ヶ月児健診に合わせてブ
ックスタート事業を全地区で実施していま
す。ブックスタートは、絵本で親子のふれあ
いの時間を持ってほしい、家庭の中で子ども
たちが絵本にふれるきっかけを作ってほし
いという目的で実施しています。
各地区のブックスタート会場では、読み聞
かせボランティアグループの皆さんが、実際
に絵本を読んで、絵本を１冊プレゼントして
います。
これからも地域の中で、子どもたちが絵本
にふれ、読書活動につながる取り組みを推進
していきます。

絵本と音楽で楽しいひと時

絵本らいぶの合間に、絵本の読み聞かせに
対する疑問に答えてくれるミニ絵本講座も行
い、参加者からは「絵本に集中させる方法は
？」
「本の選び方は？」など多くの質問が寄せ
られ、ふくちゃんが分かりやすく丁寧に答え
てくれました。
男性ならではの「お父さん目線」の選書も、
保護者のみなさんは今後の絵本選びの参考に
していました。

３月１９日（土）、村上市総合文化会館を会
場にピアノと声楽のコンサートを開催しまし
た。

野口雅史氏（バリトン）と西谷純代氏（ソ
プラノ）の歌声と、石井玲子氏のピアノ演奏
が、春の訪れと懐かしい音楽を届けてくれま
した。
当日は、小雨模様でしたが市内のみならず
遠くは新潟市からも観客が訪れ、たくさんの
方にコンサートを楽しんでいただきました。
会場は、和やかな雰囲気のもと、懐かしの
叙情歌から始まり、皆さんと一緒に歌うなど
終始、温かみのある公演でした。
アンコール曲の「花は咲く」では、涙を流
して歌っている方もおり、心のこもったコン
サートとなりました。

子ども読書の日２０１６
村上市中央図書館・朝日地区図書館と、荒川・神林地区公民館図書室では、４月の子ども読書の日に合わせ
て、子どもたちが絵本に親しむイベントを開催します。ぜひ、お近くの会場へどうぞ！
朝日 春の図書館まつり

子どもに本を！子ども読書の日２０１６
と

き ４月２３日（土）午前１０時～午後３時

と

き ４月２３日（土）午前１０時～午後 4 時

と こ ろ 村上市中央図書館

と こ ろ 朝日図書館（総合文化会館内）

問合せ

問合せ

ＴＥＬ ５３－７５１１

き ４月２４日（日）午前１０時～午前 11 時

ＴＥＬ ７２－６７００
神林 おはなしワールド

荒川 おはなしワールド
と

と

き ４月２３日（土）午前１０時～午前 11 時

と こ ろ 荒川地区公民館

と こ ろ 神林地区公民館

問合せ

問合せ

ＴＥＬ ６２－３０５０

懐かしの音楽で観客を魅了しました

３月５日（土）、神林地区公民館で、ふくち
ゃんの絵本らいぶを開催しました。
絵本講師のふくちゃんこと福島はるおさん
とピアノ演奏者の渡辺美樹さんに、音楽や歌
を通して親子で楽しめる絵本の読み聞かせを
してもらい、とても楽しいひと時を過ごしま
した。

ＴＥＬ ６０－１５００

3 月 3 日（木）、文部科学省において第 68
回全国優良公民館表彰式が行われ、村上市中
央公民館が優良公民館を受賞しました。

親子で楽しくショコラ作り

３月１３日（日）の「ホワイトＤａｙ編」
では、パパと子どもでママへ贈るスノーボー
ルクッキー作りをしました。

新潟県からは、刈羽村公民館と村上市中央
公民館の 2 館のみで、旧村上市を含めても 2
６年ぶりの受賞となりました。
受賞理由として、平成 25 年度から公民館
運営に市民参画を推進していることが評価さ
れたものです。
企画提案による「むらかみ市民講座」や、
各地区公民館で活躍している公民館運営協力
員など、様々な形で、市民の皆さんが学習活
動に主体的に関わっています。
これからも市民協働のまちづくりを市全体
で推進するため、中央公民館・各地区公民館
で各種取り組みを実施していきます。

荒川 古文書読解講座（全13回）

むらかみ市民講座の企画案を募集します

荒川地区に現存する史料を教材として、古文書を読

皆さんが実施してみたい、学んでみたい内容を募集

み解く力を養成します。

します。

と き ５月１４日（土）～１１月５日（土）

対 象

作るのも食べるのもプレゼントするのもと
にかく楽しいロリポップ風のかわいい動物型
のチョコボール。パパへの感謝のメッセージ
カードを添えて完成です。「プチ子育て講座」
では、子育て支援団体「村上 ohana ネット」
の渡辺ひろみさんから子どもとの接し方をお
話ししていただきました。

市内に在住または在勤・在学する人、市
内で活動する各種団体

の隔週土曜日 午前９時～午前１１時
ところ 荒川地区公民館

応募期限 ４月２８日（木）

講 師 平田 琢也 氏（郷土史研究会）

その他

応募方法など詳しくは、マナボーテ村上

対象者 一般 定員 １０人 参加費 無料

および各地区公民館にある募集要項ま

持ち物 くずし字読解辞典

たは市ホームページをご覧になるか、お

申込み ４月２８日（木）まで荒川地区公民館へ

問合せください。

TEL ６２－３０５０

問合せ先 中央公民館 TEL ５３－２４４６

全国表彰を受賞した田嶋中央公民館長

村上地区公民館の親育ち講座では、イベン
トに合わせて親子で楽しむ「スィーツ作り＆
プチ子育て講座」を実施しました。
２月１３日（土）の「バレンタインＤａｙ
編」では、ママと子どもでパパへ贈るロリポ
ップショコラを作りました。

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。

サークル紹介

５月 ７日（土）健民少年団入団式（村上）

「能登谷愛貴」です
社会教育委員の
荒川「若泉会」 です

４月２４日（日）おはなしワールド（荒川）

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

５月 ８日（日）親育ち講座（村上）

私たちは、荒
川地区公民館
で活動してい
る「若泉会」で
す。日本の古典
の日本舞踊と
現代の演歌の
新舞踊を兼ね
そなえた新邦
楽舞踊若泉流
舞踊です。
東京を本部
として全国に

８支部あります。
時には、本舞台もあり日本髪、本衣裳で舞う
こともあります。
皆さん、とっても美しくなります。
毎週水曜日の午後１時から、荒川地区公民館
で活動しております。

舞踊は、頭、手、足、腰、顔、目線など体全
体を使います。若さと健康維持のため皆さんも
一緒に踊りませんか？お待ちしています。

４月２３日（土）子ども読書の日イベント（中央図書館ほか）

広報誌「マナボーテ村上」の問合せ先
村上市生涯学習課 中央公民館
TEL ５３－２４４６

４月・５月の予定

「つなぎ」が仕事です
私は、社会教育委員の能登谷愛貴です。普段は、
ＮＰＯ法人都岐沙羅パートナーズセンターの職員と
して、仕事をしています。
地域住民の皆さんと団体の活動などを「つなぐ」
コ
ーディネートが主な仕事です。
横浜から朝日地区の高根に移住して４年がたちま
したが、村上市の皆さんは、まちづくり、教育、福祉
などの活動にいきいきと取り組んでいるのが印象的
です。
この地域の魅力は人がらだと思います。
「地域を元気に」しながら「地域で暮らす人が幸
せ」
である地域づくりをサポートできたらと思いな
がら、仕事をしています。
現在、都岐沙羅パートナーズセンターでは、村上市
から「おしゃべりＣａｆｅ
（カフェ）」
の運営を受託し、
若者世代の交流事業を実施しています。 カフェに集
う若者は様々ですが、参加者自身が自主的にイベン
トを企画・実行し輝いていく笑顔を見ると、喜びや
仕事のやりがい
を感じます。
同世代の若者た
ちと一緒に自分
自身も幸せを感
じる地域を創って
いきたいです。

平成２８年度は、村上市の社会教育行政の運営について審議する社会教育委員（公民館運営審議会の委員兼
務）の皆さんをご紹介します。

