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郷育のまち村上（中央）

u

健民少年団入団式（村上）

u

荒川高坪大学（荒川）

u

街かどウォッチング（村上）

u

おってぎ登山（神林）

u

社会教育委員紹介「三浦公平さん」

u

サークル紹介（山北）

u

イベント告知

６月・７月の予定

公民館活動でも郷育を推進
岩船小学校で放課後子ども教室スタート

岩船小学校での放課後子ども教室

の皆さんが学習活動をしたり、その成果を活
用する場所です。
公民館の学習活動をとおして、地域で活躍
できる人、地域を支える人材育成に取り組ん
でいます。
むらかみ長寿大学では、以前から村上小学
校のマラソン大会観察ボランティアを実施し
ています。平成 28 年度からは、学校支援活

動も長寿大学の学習講座として位置づけ、村
上南小学校、瀬波小学校、山辺里小学校での
ボランティア活動も予定しています。
また、今年度から岩船小学校で、放課後子
ども教室がスタートし、5 月 26 日（木）に
初回を行いました。放課後子ども教室は、放
課後に地域のボ
ランティアの皆
さんと、宿題をし
たり、様々な体験
活動をする教室
です。現在、村上
市内 8 小学校で
実施しています。
岩船小学校で
は、昨年度体験会
を実施し、子どもたちから好評だったことか
ら、今年度は本格実施しています。
初回となったこの日は、20 人の定員を大
きく超える 34 人の参加申込みがあり、にぎ
やかに教室が実施されました。
子どもたちは、地域の支援者に見守られな
がら、宿題をしたり、絵本の読み聞かせを聞
いたりと楽しい時間を過ごしました。
村上市では、これからも地域全体で子ども
を育む活動が出来るように、公民館活動でも
郷育の取り組みを推進していきます。

大型絵本をみんなで楽しみました

長寿大学生がマラソン観察ボランティア

村上市では、地
域全体で子どもを
育む運動を進める
ため、各中学校区
で郷育会議を組織
し、学校支援活動
や放課後子ども教
室などの事業を実
施しています。
公民館は、地域

５月７日（土）、教育情報センターを会場
に村上市健民少年団の入団式と各地区隊活動
を行いました。今年は、５０人の新入団員が

暑い季節に備えるため水分補給を

一年間の活動にむけて誓いの言葉

加わり、総勢
１２４人と大
勢になりまし
た。
入団式では
新入団員を代
表して村上地
区隊の小和田

荒川地区公民館では、５月１８日（水）に
高坪大学第２回学習会を開催しました。
学習会では、大塚製薬株式会社より講師を
お迎えし、「暑い夏を乗り切ろう」と題して、
熱中症予防のための適切な水分補給の仕方や
運動と栄養補給について講演していただきま
した。

芽生団員が、
「たくさん友
達を作って、いろいろな活動を体験したい」
と決意の言葉を発表しました。また、一年間
の活動にむけて、全員で誓いの言葉を宣誓し
ました。
午後からは、各地区隊に分かれて活動し、
山辺里地区隊は、縄文の里朝日で「土器作り」
岩船地区隊は「路線バスの乗車体験」などを
しました。
村上・瀬波・上海府地区隊は、３地区隊合
同でクイズ大会をして交流しました。
健民少年団は、これからもたくましい子ど
もたちを育てるため活動していきます。

図らずも、その週は５月中旬にも関わらず
気温が３０度に迫る日があり、翌日には気温
が２０度程度まで下がるなど寒暖差の激しい
週となりました。そのような時が一番熱中症
の危険があることを学び、より身近に感じら
れる講演内容でした。
参加した８４人の受講生も講師の話に真剣
に耳を傾けていました。

親育ち講座「ドクターフキコのコーチング」
村上市では、子育てをする保護者の皆さんに家庭教育に関する学習機会を提供するための講座を実施しま
す。子どもとともに大人も成長するための講座です。ぜひ、ご参加ください。
と き

平成２８年７月２３日（土） 午前１０時～１２時

ところ

マナボーテ村上

講 師

教育研修コーチング協会 代表 小林 富貴子 氏

演 題

これからの時代はコミュ力（コミュニケーション能力）と挑戦する力

内 容

保護者：親育ち講座

小学生も一緒に参加する場合は別室で学習会をします。

対 象

小学生とその保護者

定 員

申込み

６月２０日（月）～７月１５日（金）の期間に申込み書に必要事項を記入し、電話またはＦＡＸ

２０組（先着順） 参加費 無料

で申し込んでください。詳細は、ホームページにも掲載しています。
問合せ先 村上地区公民館（マナボーテ村上内）ＴＥＬ ５３－５１１１ ＦＡＸ ５３－２９７７

村上地区のお寺を巡り学習しました

講師は、毎年お願いしている村上市観光ボ
ランティア会に所属し、地域の歴史を研究さ
れている松山勝彦先生です。今回は、城下町
とお寺の関係をテーマに詳しく説明していた
だき、とても実りのある学習講座となりまし
た。受講生からは「村上の歴史・文化の研究
になり、今後も継続して村上の良さを学んで
いきたい」などの感想が寄せられました。
村上をもっと知って、もっと好きになって
もらうための講座を続けていきます。
陶芸教室

神林地区公民館では、5 月 3 日（火・祝）
に「おってぎ登山」を行いました。当日は、
参加者 36 人が、標高 560.8ｍの大平山を全
員無事に登頂しました。
新緑のブナ林に囲まれての登山

村上地区公民館では、５月２５日（水）に
地域学習講座「街かどウォッチング」を実施
し、村上の歴史に関係する寺院めぐりを行い
ました。地域の産業や歴史・文化の中から村
上の良さを学ぶことを目的に、公民館運営協
力員が企画した講座で３年目を迎えました。

山中には、大人５人が輪になっても足りな
いほどの大きなブナの木を見ることもでき、
参加者の皆さんからは「来年も参加したい」
などの感想がありました。

参加者募集

平成28年度

村上市成人式

土とふれあい、想像力を働かせ、オリジナルの焼き

平成２８年度の成人式を開催します。

物を作ってみませんか。

対象者には、６月下旬に案内を送付しますので、ご

と き ７月２３日（土）
、８月２７日（土）

参加ください。

午前１０時～１２時

と き 平成２８年８月１５日（月）午前１０時～

ところ 神林地区公民館（神林農村環境改善センター）

ところ 村上市民ふれあいセンター

講 師 陶房やまや 鈴木 和弘 氏

対

象

平成８年４月２日～平成９年４月１日生

定 員 15人 参加費 1,000円（材料費）

まれの人で、市内に住所を有する人、また

持ち物 汚れてもよい服装、タオル、新聞紙

は市内出身者で就学および仕事などで市

申込み ７月８日（金）まで神林地区公民館へ

外にいる人

ＴＥＬ ６０－１５００

申込み 生涯学習課 ＴＥＬ ５３－２４４６

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

７月２５日（月）～３０日（土）文化会館映画の日（朝日）

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

７月２３日（土）陶芸教室（神林）

「三浦公平」です
社会教育委員の

６月２６日（日）荒川地区芸能まつり（荒川）

山北「なんでも創ろう会」 です

私達のサークル
は、旧山北町社会教
育課の支援で発足
し、平成７年からは、
生涯学習サークルと
して行政の手を借り
ずに自主運営に移
行、現在会員は 人
で活動しています。
５月に開講式を行
い、講座の計画を立

６月１９日（日）親育ち講座（村上）

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

６月・７月の予定

17

てます。講座は、受講生の希望で、趣味の物づく
り、料理実習・試食会、文化祭に出展するための
陶芸教室など多様な活動をしています。
最近では、むらかみ出前講座を活用して高齢者
の健康づくり（認知症・介護予防教室）
、さらに
は世代間交流として、子どもたちとケーキを作る
「お楽しみ会」なども行いました。
講座の名前のとおり「なんでも創ろう会」です。
活動を始めてから 年余りになりますが、
「継続
は力なり」をモットーに、会員の親睦と健康長寿
を目指して今後も活動を続けていきます。
20

地域でのつながりを大切に
私は、社会教育委員の三浦公平です。日ごろ神林地
区文化協会で俳句を楽しむ活動をしたり、神納中学
校区郷育会議の会長として地域活動をしています。
地域の中で子どもを育てる活動には、親や学校の教
員だけでなく様々な人たちが関わっています。
郷育の活動をとおして、関係者がゆるやかなネット
ワークを築いていくことが大切だと感じています。
地域の中で顔の見える関係、あいさつが自然と出来
る関係をこれからも続けていきたいです。
神林地区でも、少子化により学校統廃合の計画が
出されています。地域から学校がなくなることは、とて
も寂しいですが、郷育の取り組みを通じて、地域の仲
間と絆が出来ていれば、これからも地域全体で子ども
を育む活動は継続していけると思っています。
最後に、社会教育委員としての活動ですが、社会教
育に関する会議だけでなく、日ごろから行政へ提言し
ていくことが必
要だと感じて
います。
これからも
村上市の発展
のために微力
ながら尽力し
ていきたいと
思います。

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。

