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百人一首大会（朝日）

u

わんぱく自然塾（村上）

u

ジュニア英会話教室（山北）

u

親育ち講座（村上）

u

社会教育委員紹介「寶井直昌さん」

u

サークル紹介（朝日）

絵本の世界に音楽が流れる心穏やかなひとと
きとなりました。絵本やエプロンシアター、
昔話に手遊びなど盛りだくさんの内容で、大
人も子どもも笑顔があふれていました。
2 月 12 日（日）には、マナボーテ村上を
も
会場に、
「こどＭＯ◆じかん」を開催しました。

も

大人も子どもも笑顔で手遊び

加藤盛さん（フルート）と姫路真理子さん
（ピアノ）による演奏と「夢絵本★野いちご」
の皆さんによる読み聞かせが行われ、楽しい

u

絵本と歌をみんなで楽しんだ

て、
「親子で楽しむおはなしの会」を開催しま
した。今回の読み聞かせはいつもとは一味違
い、フルートとピアノが奏でる音楽をまとっ
たおはなし会となりました。（写真上）

子ども読書活動（荒川・村上）

「こどＭＯじかん」

村上市では、
「村上
市子ども読書活動推
進計画」を策定し、
図書館や公民館、学
校や保育園など地域
の様々な場所で子ど
もたちが絵本や読書
活動にふれる機会を
つくっています。
２月１９日（日）、
荒川地区公民館に

u

「エルフ文庫」の皆さんが、子どもから大人
まで楽しめる絵本の読み聞かせや、木のおも
ちゃを使ったおもちゃ広場、子どもと一緒に
歌う「こどもの♪うた声」を実施しました。
中央図書館と各地区公民館では、ボランテ
ィアグループの皆さんが、絵本の読み聞かせ
などの活動を実施しています。ぜひ、お近く
の公民館にお越しください。
また、絵本のボランティアをしてみたい方、
関心のある方は、マナボーテ村上（53－
2446）までお問合せください。

青少年育成朝日地区市民会議では、２月４
日（土）
「朝日地区百人一首大会」を総合文化
会館で開催しました。
毎年夏に開催し、昨年で３５回目を数えた
ジュニアスポーツ大会と並ぶ冬の事業とし
て、今回初めて行いました。

結果は次のとおりです。
【中学年の部】
①塩野町小Ｂ（相馬悠哉・富樫亮太・中村隼人）
②塩野町小Ａ（中山芽依・中山夏帆・渡辺涼子）
【高学年の部】
①塩野町小Ｄ（中山麻衣・畠山ありさ・渡辺知駿）
②塩野町小Ｃ（相馬陽花・大滝日遥・菅沼美憂）

白熱した戦いが繰り広げられました

２月５日（日）、
村上地区公民館の
「わんぱく自然塾」

小学３～６年生を対象に、３人１組の計８
チームが出場しました。
「ちはやぶる」など人
気の句では、読み手が読み始めたとたんにみ
んなの手が動くレベルの高さで、会場は熱気
に包まれていました。
青少年育成朝日地区市民会議では、これか
らも次世代を担う健やかな青少年育成を目的
に各種活動に取り組んでいきます。

神林地区公民館 英会話教室
開催日

で、縄文の里朝日に
て雪遊びを実施し
ました。
今年は天候もよ
く、子どもたちは、
友だちと一緒にか
まくらや雪合戦用
の砦づくりに励ん
でいました。
砦づくりが終わったら、恒例の雪合戦大会
を行い、雪の中で熱戦を繰り広げました。
お昼には、お弁当と一緒に公民館運営協力
員の皆さんが作ったトン汁を食べて体を温め
ました。

ＡＬＴのクリス先生と一緒に英会話を楽しみませんか？

平成２９年４月１０日（月）～平成３０年３月１９日（月）の毎週月曜日
（年末年始・祝日・中学校の休業期間は除く）

コース

①初心者コース【簡単な日常英会話の習得】午後７時から８時まで
②中級者コース【フリートークスタイル】 午後８時から９時まで

会 場

神林地区公民館（神林農村環境改善センター）２階視聴覚室

対 象

①概ね中学生以上 ②高校生以上 ※どちらも継続して教室に参加できる方

募集人数

①②とも各１５人程度（先着順）

申込み方法

３月３１日（金）までに電話またはメールで神林地区公民館までお申込みください。
※メールの場合、住所、氏名、年齢、電話番号、勤務先または学校名、保護者名をご記入ください。

申込み・問合せ先

神林地区公民館 TEL ６０－１５００

e-mail

k.manabi@city.murakami.lg.jp

山北地区公民館では、ジュニア英会話教室
を４回シリーズで行いました。12 人の子ども
達が参加し、講師の ALT であるシェルビー・
バラクさんと楽しく交流しました。
楽しく学習する子どもたち
アイ

ハ

ブ

ア

ペ ン

最近まで流行していた「 I have a pen～」
の音楽に合わせた歌とダンスから始まりまし
た。子どもたちの緊張もほぐれたところで、
シェルビーさんが出身地の映像を交えながら
の自己紹介をしました。好きな色など簡単な
日常会話を練習した後は、すごろくゲームな
どをして楽しみながら英語を学びました。
最終回は、簡単なチョコレートケーキ作り
をしながら楽しく英語にふれあうことができ
ました。シェルビーさんが、様々なゲームを
取り入れるなど内容を工夫していただき、子
どもたちも喜んで取り組んでいました。

村上地区公民館で
は、2 月１２日（日）
に親育ち講座「バレ
ンタインＤａｙ編」
としてチョコタルト
作り＆プチ子育て講
座を開催しました。
講師は、毎回かわ
いく夢のあるレシピ
を準備してくださる
村山優子さんです。
タルト型に溶かしたキャラメルナッツを流
し入れ、さらに上からチョコをのせて簡単に
チョコタルトの出来あがりです。
子どもたちはキラキラやハートのお菓子を
飾ったり、チョコペンでお絵描きしたり、デ
コレーションに夢中でした。かわいらしいチ
ョコタルトに、パパはきっと感激してくれた
でしょう。
子育て講座は、村上 ohana ネットの渡辺
ひろみさんから「ほめるって、どういうこ
と？」をテーマに、子育てについてお話して
いただきました。参加者からは、
「子育て講座
で、大事なことに再度気づかされました。」な
どの感想が寄せられました。

詩吟一日体験教室
～詩吟で心豊かに～

～紙コップでロケットをつくって遊ぼう～

声を出すことは健康に良いことです。詩吟に興味

子育て中のパパやママの交流の場として、のんび

のある人は、ぜひおいでください。

りパパカフェを開催します。
申込み不要ですので、

と き ３月２９日（水）

当日会場へお越しください。

午後２時～４時
ところ 神林地区公民館
（神林農村環境改善センター）

のんびりパパカフェ

と き ３月２６日（日）１０時～１２時
ところ マナボーテ村上
内 容 紙コップでロケットづくり

参加費 無料

対 象 親子（パパもママもどうぞ）

申込み ３月２４日（金）までに神林地区公民館へ

参加費 材料費・お茶代 大人一人３００円

問合せ・申込み先
神林地区公民館 TEL

夫婦の場合は、二人で５００円
６０－１５００

問合せ先 中央公民館 TEL ５３－２４４６

サークル紹介

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。

「寶井直昌」です
社会教育委員の

４月１８日（火）中国語講座（村上）

「おやじ」
のつながり大切に

４月１０日（月）英会話教室（神林）

朝日「子ども英会話教室」 です

アメリカ出身のＡＬ
Ｔであるジョナサン先
生と５歳児の子ども達
と毎週楽しく英会話を
学んでいます。
まだ始まったばかり
で手探り状態ですが、
先生は色々なアイディ
アを出し、毎回のレッ
スンプランを一生懸命
考えてくれています。
子どもたちも歌やチ
ャンツ・ゲームをしな
がら楽しく英語にふれ
ています。
英語でコミュニケー
ションがとれるという
事は、確実に子どもた
ちの世界が広がると信
じています。

そんな素 晴らしい経
験のサポートができる
ようがんばります。

３月２６日（日）のんびりパパカフェ（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

３月・４月の予定

TEL ５３－２４４６
FAX ５３－２９７７
e-mail manabi@city.murakami.lg.jp

３月２９日（水）詩吟一日体験教室（神林）

私は、社会教育委員の寶井直昌です。日ごろは、仕
事の傍ら村上小学校のＰＴＡ会長、村上市・岩船郡Ｐ
ＴＡ協議会長を務めております。
ＰＴＡ会長を引き受けてからは、数多くの役職が充
て職で付いてきて最初は戸惑うこともありました。
しかし、会長をしていると、学校の先生や多くの保
護者の方と知り合いになり、様々な活動に関わる中で
自分自身も成長させてもらっていると感じます。
村上小学校では、父親を中心に「おやじの会」の活
動をしており、グラウンドの黒塀を塗る作業や、村上
南小学校のおやじの会と合同で雪灯篭のイベントを実
施するなど活発に活動しています。
日常のＰＴＡ活動では、父親が参加することが少な
いのですが、
「おやじの会」
の活動をとおして、お父さ

統を伝えようとが
んばっています。
これからも伝統
ある村上の文化を
次世代に伝えてい
く取組みを続けて
いきたいと思いま
す。

ん同士の交流ができて楽しいです。
また、村上小学校の学校行事で「ミニ村上大祭」を
年も継続していますが、最近では、地域の皆さん
や、おやじの会の有志も参加し、子ども達に村上の伝
15

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。

