
2020＊APR19 18＊ Public Relations

邑楽中学校

思いやりの心を忘れずに

 邑楽中では「思

いやり」を大切にした活動をいくつ

か行っています。

　一つ目はあいさつです。昨年度は

一人一人にあいさつの意識を持って

もらうために、毎月5の付く日を｢あ

いさつDay｣に決めました。この日

は全校生徒、先生にリボンを付け、あ

いさつ目標の看板が廊下に出ます。

　二つ目は「感謝の手紙」です。3年

生への感謝の気持ちを伝えるため

に、毎年1･2年生が1人1枚ずつ手紙

を書いています。昨年度は3年生に

も後輩への手紙を書いてもらい、あ

りがとうの木と虹を描きました。　

　その他の取り組みも含め、思いや

りを忘れない邑楽中であってほしい

と願っています。

（生徒会本部役員　島田暖
は る か

加） 思いを込めた手紙で作ったありがとうの木

No.380

● 令月の会 ● 活動日 毎月第4水曜日

時　間 午前10時～正午

場　所 中央公民館

問合先 中央公民館Ｇ88ｰ1177

「初春の令月にして 気淑く風和ぎ」。皆さんもご存じの新元号

「令和」の出典となった万葉集の一文です。令月の会は、この万

葉集の勉強をしています。中央公民館で昨年行われた萬葉集を

詠
よ

む講座をきっかけに活動を始めました。万葉集というと、学

生時代に授業で触れたことがある人も多いと思います。年を重

ねた今、あらためてその和歌（うた）に触れると、また違った見

方や考え方が生まれます。これがとても新鮮です。古典や古文

というと、難しく感じる人もいるかもしれませんが大丈夫。元

高校教師の小倉帝一先生の熱心な解説があるので、初めて触れ

る人でも楽しく学ぶことができます。興味のある人はまずは見

学からどうぞ。私たちと一緒に万葉集を楽しみましょう。

思いやりを大切にした活動。3年間、文部科学省と県教育委員

会から道徳教育の地域指定を受けて、学校全体で取り組んで

きた成果ですね。｢おはよう｣｢ありがとう｣など心のこもった

あいさつはお互いを明るい気持ちにし、今日も一日頑張ろう

という活力にもなりますよね。この伝統を継続して、より素晴

らしい学校を作ってほしいです。

今年も世代や地域をつなぐ中央公民館まつりを開催します。日頃、中央公民館を利用して活動してい
るサークルや団体を中心に作り上げるイベントです。舞台発表や作品展示、模擬店など内容は盛りだ
くさん。消防車やパトカーの展示・記念撮影、小学生以下を対象とした流しそうめん体験など各種イ
ベントも楽しめます。みんなで一緒に楽しい時間を過ごしませんか。

参加団体からのMessage

非日常を味わうことが できる茶

道。私たちが点
た

てたおいしいお抹

茶とお菓子を召し上がっていただ

き、少しでもお茶の世界に興味を

持ってもらえたらと思います。

茶の湯わびすけ

代表 半田 悦子さん

（前原・4区）

日時
5月9日㊏

午前9時30分～午後5時

5月10日㊐

午前9時30分～午後2時

舞台
発表

合唱、楽器演奏、吟詠、フラダンス、日本舞踊、祇園ばやしなど

作品
展示

油絵、水彩画、切り絵、墨絵、写真、書道、刺しゅう、フラワーアレ

ンジメント、パッチワーク、トールペイントなど

模擬店
うどん、弁当、和菓子、コーヒー、

ココアなど

ポテト、寿司、ワッフル、ポップ

コーンなど

イベ
ント

お楽しみ抽選会、スタンプラ

リー、消防車やパトカー展示

スタンプラリー、流しそうめん

体験（小学生以下）

特別
公演

－ 邑楽中学校演劇部

2020邑楽町中央公民館まつり

レクダンスは懐かしい曲や流行の

曲に合わせて踊る創作ダンス。さ

まざまな世代の人に楽しんでもら

えるような舞台にします。手作り

の衣装にも注目してほしいです。

レクダンスすみれ

代表 三田 澄子さん

（栃木県足利市）

出展する作品はもちろん自信作。

それぞれが自由に好きなものを描

いています。私たちの描いた思い

を皆さんに感じとってもらえたら

うれしいですね。

スケッチを楽しむ会

代表 熊谷 雅道さん

（館林市）

中央公民館まつり実行委員会

副会長 亀井 節子さん（十三坊塚・6区）

中央公民館を利用したことがない人

も、この機会に遊びに来てください。

皆さんと一緒に楽しめる場所を用意

してお待ちしています。

会場・問合先　中央公民館

2020邑楽町中央公民館まつり
－みんなでつくろう笑顔の輪－
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活動種目 単位団体名 募集対象

ミニ・バスケッ

トボール

邑楽ＫＩＤ
Ｏ・Ｂ・Ａ

小学1～6年生の女子
小学1～6年生の男子

ドッジボール
邑楽町ドッジボール
クラブ

小学3～6年生の男女

柔道 邑楽町柔道 5歳～中学3年生の男女

剣道 邑楽町剣道 5歳～中学3年生の男女

空手道 邑楽町空手道 小学1～中学3年生の男女

バレーボール
邑楽町ジュニア
バレーボールクラブ

小学1～5年生の男女

レスリング
邑楽ジュニア
レスリングクラブ

3歳～中学3年生の男女

▶期日　5月14日㊍、

　28日㊍

はくちょう号

到着時間 場所

10：30
特別養護老人ホーム
やまつつじ

11：05
ラポール・レイゾン

（寺内医院）

11：40
グループホーム
ヴィラ

13：40 町福祉センター

14：20
グループホーム
つむぎの里

15：10
デイサービスセンター
おうらの里

オリーブ「読み聞かせ」
▶期日　5月7日㊍、14日㊍、21日㊍、

　28日㊍

▶時間　午前11時

休館日
▶期日　5月4日㊊、11日㊊、18日㊊、

　25日㊊、29日㊎

※29日㊎は月末整理日。

キッズクラブ「読み聞かせと工作」
▶日時　5月30日㊏午後2時

▶対象　どなたでも　▶参加費　無料

問合先　町立図書館Ｇ88-5900

町立図書館には毎週約100冊の本が新しく仲間入りします。貸出

中の場合には、予約サービスも利用できます。

月
May

No.120
　菊は日本を代表する花の一つと言っ

てよいでしょう。皇室の紋は十六菊であ

るし、五節句の一つ｢九月九日の重
ちょ うよ う

陽の

節句｣は菊の節句とも言われ、おめでた

い日です。

　黄色い小形の菊はわが国でも野生種

がありますが、菊の多くは中国から薬草

として平安時代にもたらされました。単

に実用の薬草としてだけでなく、不老不

死の菊水にまつわる故事もからんでい

るのでしょう。それ以来、秋を代表する

鑑賞の花としても人気のあるものです。

　この鏡の図では菊が大胆かつ繊細に

描かれております。構図は、菊を左右に

分けて対峙させ、他は余白をたっぷり残

しています。しかも独創的なのは左に大

きな一輪の菊を裏から見た菊（裏菊）と

して表し、しかもそれが全体を描かない

覗
の ぞ

き菊であることです。それに対し右側

は六輪の花を持つ生えている菊とその

後のススキから成ります。

　菊の花は横から見たもの一輪、裏菊

二輪、表菊三輪です。この菊の葉やスス

キの葉には粒々で露が表現されていま

す。左の大胆な覗き裏菊に右の繊細な

菊とススキを対
た い じ

峙させ、余白を充分に

とった情感豊かな格調高い作品となっ

ています。銘も中央下に絵と一体化して

います。天下一佐
さ ど の か み

渡守は名工として知ら

れており、この鏡もまたその素晴らしさ

をひしひしと感じさせてくれる名品と

言えるでしょう。

邑楽町文化財保護調査委員　川島正一

鏡の裏話⑭ 菊

5

相川充／監修　主婦と生活社

すみっコぐらしの

小学生が友達と仲

良く過ごすための

ヒントを紹介。い

ろいろな気持ちに

合わせたアドバイ

スが満載。

お友だちとなかよくする方法

ハイ テク 技術か

ら、動植物、社会全

般、人体、電気関連

まで、図解ととも

にシンプルに解説

した一冊。

涌井良幸、他／著　KADOKAWA

すごいしくみ大百科
身のまわりの

図書館映画会

▶会場　町立図書館 2階視聴覚室　 ▶定員　70人 　▶入場料　無料

▶その他　入退場は自由です。直接会場へお越しください

期日 開始時間 上映作品名

1日㊎ 14：00 マイ・ビッグ・ファット・ウェディング （日本語字幕95分）

 9日㊏ 14：00 家で死ぬということ（88分）

15日㊎ 14：00 ちづる （79分）

17日㊐ 14：00 女ざかり （118分）

菊図

憧れの映像制作の現場に飛び込んだ良井良

助。聞き慣れない業界用語が飛び交う現場

に戸惑う日々だが、そこは現実と物語をつ

なげる魔法の世界。良助は仲間たちが作品

に傾ける熱意に思いを募らせていく。

有川ひろ／著　幻冬舎

イマジン？

銘 天下一佐渡守（江戸時代前期）

町スポーツ少年団では、令和2年度の団員を募集します。ス

ポーツで健康な心と体をつくり、友達の輪を広げてみません

か。多くの皆さんの入団をお待ちしています。活動日、活動場

所、活動費用などの詳細は、町民体育館に「新入団員募集内容

一覧」がありますのでご利用ください。　　　　

　スポーツ少年団団員募集 ～スポーツで心と体を育てよう～

活動種目 単位団体名 募集対象

野球

長柄ドジャース
中野東小野球クラブ
中野ビクトリーズ
高島小野球クラブ

小学1～6年生の男女

サッカー
RafagaC.F.
邑楽サッカースクール

小学1～6年生の男女
5歳～小学6年生の男女

外来魚駆除　　作戦
中野沼西沼で1日限り

5  23 月　　  日㊏（小雨決行・荒天中止）▶期日

▶時間　午前7時30分～正午（7時受付開始）

▶会場　中野沼西沼

▶定員　エサ釣りの部 …… 150人（先着順）

　ルアー釣りの部 …… 20人（先着順）

※参加はいずれか一方の部門に限る。

▶参加費　100円（保険代など）

▶持ち物　釣り竿、釣った魚を入れるバケツ

※エサ釣りの部のエサは主催者が用意。また、

　中学生以下には貸し竿を用意（先着80人）。

▶申込方法　電話で申し込む

▶申込期間　4月21日㊋～5月8日㊎

※申し込み時間は午前9時～午後5時まで。

※土･日曜日、祝日除く。

▶申込・問合先　生涯学習課

参加者募集

外来魚駆除（昨年の様子）

平成11年に登録されました。貴

重な動植物が生息するこの沼で

は、定期的な除草と外来種の駆

除が欠かせません。参加者であ

る皆さんの活動が沼の保全につ

ながります。

町指定天然記念物｢中野沼と水生動植物群｣

外来魚って、なに？

本 来 日 本 に い な か っ た 魚 の こ

と。法律では明治以降に日本に

入ってきた種から特定外来生物

が指定されています。中野沼で

はブラックバスやブルーギルな

どが当たります。

外来魚の存在が、本来の沼の生

態系を壊してしまう原因になる

場合があります。しかし外来魚

も私たちと同じ大切な命がある

ことに変わりありません。沼に

生息する動植物の命、自然環境

について一緒に考えましょう。

外来魚の命と自然環境を考える

当日の受け付けや重量測定などに

ご協力いただける人。

　ご連絡お待ちしています。

 ▶問合先　町民体育館

○募集団体

自然環境学習（昨年の様子）
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ソフトテニス教室

▶期日　5月9日㊏、16日㊏、23日㊏、30
　日㊏（全4回）
▶時間　午後3時30分～5時
▶会場　町民テニスコート
▶内容　ソフトテニスを基礎から学ぶ
▶対象　小学4～6年生
▶定員　20人（先着順）
▶参加費　500円（保険代など）
▶申込開始　4月18日㊏午前10時

▶申込・問合先　町民体育館

　  チャレンジスポーツクラブ

▶期日　5月29日㊎、6月5日㊎、12日㊎、
　19日㊎、26日㊎、7月3日㊎、10日㊎、17
　日㊎（全8回）
▶時間　午前10時～11時30分
▶会場　町民体育館
▶内容　グラウンドゴルフ、卓球、ウオー

　キングなど
▶対象　50歳以上の人
▶定員　20人（先着順）
▶参加費　1,000円（保険代など）
▶申込開始　4月24日㊎午前10時
▶申込・問合先　町民体育館

展示会

石毛尚子写真展Smile

▶期間　5月2日㊏～16日㊏午後5時
▶内容　写真の展示
▶会場　町立図書館

パソコンなんでも相談会

▶期日　5月14日㊍、28日㊍
▶時間　午後1時30分～3時30分
▶会場　中央公民館
▶内容　基本的なパソコン操作や標準的
　なソフトの使い方を学ぶ
▶対象　パソコン初心者（文字入力がで
　きる人）
▶参加費　無料
▶申込・問合先　生涯学習課

子育てひろば

▶期間　6月～令和3年1月予定（全20回）
▶時間　午前10時～11時30分
▶会場・対象地区　
　中央公民館・1～9、12～15、33、34区
　長柄公民館・22～32区
　高島公民館・10、11、16～21区
▶内容　年間を通して楽しみながらネッ
　トワーク作りをする（遠足、運動会、リ

　ズム遊び、七夕・クリスマス会など季節
　のイベント）
▶対象　平成30年4月2日～平成31年4

▶定員　各日40組
▶参加費　1組10,000円

▶申込締切　5月10日㊐午後5時
▶申込・問合先　中央公民館

第8回藤棚呈茶会

▶期日　5月5日㊋
※雨天の場合は5月6日㊌に延期。
▶時間　午前10時～午後3時
▶会場　多々良沼公園内あずまや
▶内容　茶の湯の体験と和太鼓演奏

▶定員　250人（先着順）
▶参加費　300円（お抹茶・お菓子代）
▶申込方法　直接会場に来場する
▶問合先　長柄公民館

自然観察教室①

▶期日　5月8日㊎
▶時間　午前9時～正午
▶会場　多々良沼周辺

▶内容　多々良沼周辺の身近な植物を観
　察する
▶対象　18歳以上の人
▶定員　20人（先着順）
▶参加費　500円（保険代、資料代）
▶申込開始　4月17日㊎午後1時30分
▶申込・問合先　長柄公民館

キャラクターまんじゅう作り教室

▶期日　5月23日㊏
▶時間　午前10時～正午
▶会場　長柄公民館

　月1日生まれの子どもとその保護者
※対象者には郵便で通知します（4月末

　発送予定）。通知が届かない人は、該当
　施設にお問い合わせください。
▶参加費　年間2,300円（おやつ代、材料
　代など）
▶申込・問合先　中央公民館、長柄公民館、
　高島公民館

IT講習会①パソコン基礎編

▶期日　5月27日㊌、28日㊍、29日㊎（全

　3回）
▶時間　午前9時～正午
▶会場　中央公民館
▶内容　基本的なパソコン操作（マウス
　と文字入力）とインターネットの使い
　方を学ぶ
▶対象　18歳以上の人
▶定員　20人（先着順）
▶参加費　1,000円（教材費）

▶申込開始　5月13日㊌午前9時
▶申込・問合先　中央公民館

おうらフラフェスティバル

2020 参加団体募集

▶期日　8月29日㊏、30日㊐
▶時間　午前10時～午後5時（各日共通）
▶会場　中央公民館｢邑の森ホール｣
▶参加資格　フラ（カヒコ・アウアナ）、タ

　ヒチアンダンスの団体
▶対象　町内、近隣で活動している団体
▶出演時間　1組8分以内

▶内容　こしあん、ごまあん入りのまん

　じゅうを作る
▶対象　小学生
▶定員　16人（先着順）
▶参加費　500円（材料代）
▶申込開始　4月18日㊏午前10時
▶申込・問合先　長柄公民館

子どもスーパー竹とんぼ作り教室

▶期日　5月2日㊏

▶時間　午前9時30分～11時30分
▶会場　高島公民館
▶内容　竹とんぼを作り、飛ばして遊ぶ
▶対象　小学生
※その保護者も参加可。
▶定員　24人（先着順）
▶参加費　200円（材料代）
▶申込開始　4月18日㊏午前9時30分
▶申込・問合先　高島公民館

おとなの陶芸教室

▶期日　5月19日㊋、20日㊌、26日㊋、 
　27日㊌、6月9日㊋、17日㊌（全6回）
▶時間　午前10時～正午
※5月19日㊋は午前9時30分～正午。
▶会場　高島公民館
▶内容　ご飯茶わん、湯飲み茶わんを作る
▶対象　18歳以上の人
▶定員　8人（先着順）

▶参加費　1,500円（材料代）
▶申込開始　4月15日㊌午前10時
▶申込・問合先　高島公民館

D
0

0

1

中央
公民館

出演者を引き立てるホール

4
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名前は高島公民館に

中央公民館Ｇ88-1177　長柄公民館Ｇ89-0123　町民体育館Ｇ88-5355　町立図書館Ｇ88-5900　高島公民館Ｇ89-1501　生涯学習課Ｇ47-5043

眠らせていたゴーヤの種

手作りのフクロウ

長柄
公民館

◆申込開始当日　申し込み開始時間に申込先の窓口に、本人または家族の人が直接申し込んでください。申し込み開始時点で

定員を超えた場合は抽選になります。　◆申込開始日翌日以降　定員に満たない場合、電話での申し込みを受け付けています。

邑の森ホールには、小さな

お子さんがいても安心して

観覧できる親子室がありま

す。利用方法や申込方法は

催事（イベント）により異なります。希

望する人は、あらかじめ中央公民館へ

お問い合わせください。

▶期日　5月24日㊐

▶時間　午後3時開演（2時30分開場）

▶出演者　安藤瑠璃、後藤南、坂田景

香、佐藤花音、西川友唯、古澤玲奈

▶曲目　初恋（越谷達之助）、たんぽぽ

（中田喜直）、市の花屋（髙田三郎）、

紫陽花（團
だ ん

伊玖磨）、他

▶チケット（配布中）　無料

音楽家のタマゴたちによる

フレッシュコンサートin邑の森

は、『ヘルスワンポイント事業』ポイントの付与対象事業です。詳細は5ページをご覧ください。

お友達と遊ぶのって楽しいな


