健康づくり対策におけるスポーツ推進委員の役割
少子高齢化社会の中で、高齢者が医者にもかからず、元気に健康
に日々を送れるということは本人にとって、もちろん幸せなこと
であり、またそれは行政の大きな役割でもあります。町民の健康づくり推進に向け
２月

FEB

２月のはくちょう号
◆期日 2月25日㈭
◆時間・コース
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）

２月
日㊏〜 日㊐
︵１泊２日︶

20

21

おうらヤングプラザ友の会
スキー＆スノーボードツアー

▼期日

▼出発時間 午前６時

▼集合場所 ヤングプラザ

スキー・スノーボード︑交流会など

▼行き先 尾瀬戸倉スキー場︵利根郡片品村︶

▼内容

〜 歳の人

１万 ３ ︑
５ ００円︵宿泊代︑リフト １日

人︵先着順︶

35

※講習会希望者は別途講習会費が必要︒

▼対象

▼参加費

▼定員

です︒いじめられている子を

券代︑バス代︑保険代含む︶

を作りあげていくこと︑それ

ここで出会った仲間と雪山を堪能できる2日間です（昨年度の様子）

る人に聞きます︒﹁あなたは本

今私にできること

当にいじめたくていじめてい

いじめられていたら︑悔しく

私は︑いじめをなくすため

ますか︒それがあなたの本当

て悲しくて︑
涙がでてきます︒

に︑三つの解決策を考えまし

の心ですか﹂
︒
いじめをしてい

勇気をだして助けてあげたい

た︒
一つ目は︑
一人ひとりが思

るとき︑自分の家族のことを

と思います︒その勇気がその

いやりを持つことです︒例え

思いうかべてみてください ︒

子の一つの希望となるので

ば一人ぼっちの子がいたとし

それを知ったら︑家族はきっ

す︒
私も︑
そんな強い勇気を持

ます︒
そうしたら
﹁一緒に遊ぼ

と悲しい顔をすると思いま

ちたいです︒

うよ﹂﹁どうしたの﹂と声をか

す︒
私は︑
私を大切に思ってく

高島小学校６年

けます︒
そうすれば︑
その子も

れている人を決して傷つけた

三つ目はいつでも正直な心

きっと
﹁一人じゃないんだ﹂
と

くないです︒自分を好きにな

はるか

思えるはずです︒思いやりと

り︑自分の心に正直になって

遙香

いうのは︑相手の立場になっ

丸山

て︑
考え行動することです︒

ください︒私はこの三つを心

を持つことです︒いじめてい

二つ目は︑大切な人たちの

いじめのない︑平和な社会

に留めていきたいです︒

2連覇を果たしたウイングの皆さん

▶問合先 町立図書館

11月22日、町民体育館で第38回ミ
セスバレーボール大会が行われま
した。8チームが参加し、どのチー
ムも掛け声や声援が飛び交う白熱
した試合を繰り広げました。3位決
定戦では、前原VCと天王元宿VC
が対決。両チーム激しい攻防の末、
前原VCが3位に決まりました。決
勝はウイングと十三坊塚バレーの
対決。常勝チーム同士、手に汗握る
試合が繰り広げられ、ウイングが2
年連続の優勝となりました。

ために勇気をふりしぼること

上映作品名

13日㈯ 14：00 魔女の宅急便（102分）
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見て見ぬふりをしてしまうこ

開始時間

※友の会未加入の人は別途年会費５００円が必要︒

クレイマー、クレイ
マー（105分）

●土曜映画会
期 日

※リフト２日券の場合は１万５︑
５００円︒

上映作品名

5日㈮ 14：00 イレイザー（115分）
19日㈮ 14:00

は一人ひとりが今できること

開始時間

とはないでしょうか︒それは

第３位 前原ＶＣ

●金曜映画会
期 日

申込用紙に必要事項を記入し︑参加

ハリーポッターと賢
者の石（152分）

準優勝 十三坊塚バレー

◇◆◇熱戦ＦＲＡＳＨ◇◆◇

分のことを大切に思うことが

21日㈰ 14：00

上映作品名

優 勝 ウイング

しかし︑それでよいのでしょ

●図書館名画座

第38回ミセスバレーボール大会

重要だと思います︒

２月の図書館映画会

スポーツ大会結果

うか︒もし私の親友や兄弟が

▶期日 2月4日㈭、18日㈭、25日㈭
▶時間 午前11時〜

開始時間

40 16

張っています。
（長柄小学校 ６年 髙木夏音） 6年生が遊びのリーダーとして頑張ります

オリーブ「読み聞かせ」

期 日

▼申込方法

し、良かったところや反省するところもよ
く分かります。これらのことを生かして、縦
割り活動をより充実した活動にしようと頑

を考えて実行することです ︒

▶期日 2月27日㈯
▶時間 午後２時〜

10

そして何より︑身近な人や自

キッズクラブ「読み聞かせと工作」

時〜

1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、26日
㈮、29日㈪
※26日㈮は月末整理日。

がこわいからだと思います ︒

２月の休館日

16

たぶん自分もいじめられるの

15：10

デイサービスセンター
おうらの里

縦割り活動に新たな工夫が加わりました。それは、縦割りハン
ドブックや、グッジョブカードを作って活用することです。
６年生が縦割り活動で遊びを考えたり教えたりするときに、困ることがたくさん
ありました。そこで、児童会本部で作ったのが縦割りハンドブックです。高学年の役
割などが書いてあり、困ったときに役立ちます。
グッジョブカードは、遊びの計画を立てるときや終わった後、振り返るときに使
います。毎回、班の6年生が交代で役割を分
担し、遊びの内容を書き込みます。終わった
ら、友達や先生、保護者にコメントを書いて
もらいます。そうすることで、やる気も出る

費を添えて申し込む

グループホーム
つむぎの里

で楽しめます。また、120 ｍのハーフパイプなど、ボーダー向けゲレンデも充実していて、全て
のスキーヤー＆ボーダーにおすすめです。友達を誘ってぜひご参加ください。

日㊏午前

14：20

校

小学

長柄

１月

町福祉センター

ヤングプラザ友の会では、毎年恒例のスキー＆スノーボードツアーを開催します。会場の尾瀬戸倉
スキー場は、自然の地形を生かした多彩なコースレイアウト。9 コースあり、初心者から上級者ま

※申込用紙はヤングプラザにあります︒

13：40

工夫して、楽しい縦割り活動

尾瀬戸倉のパウダースノー！
すてきな仲間と純白のゲレンデを楽しもう！

▼申込開始

グループホーム
ヴィラ

なでスポーツ祭」をテーマに、輪投げやユニカール、ターゲットバード、フライング
ディスクなど誰でもできる簡単スポーツで、楽しくいい汗をかく行事も実施しまし
た。幼稚園児から80歳以上の人が参加して、まさしく「みんなでスポーツ祭」になり
ました。保健センターでも、スポーツ推進委員がお手伝いをして健康教室を行ってい
ます。これからも種目や方法を工夫し、健康づくり対策に関係者一同頑張っていきた
いと思います。今年、スポーツ推進委員として町のために頑張ってこられた吉田紀子
さんが30年間の功績を認められ全国表彰を受けました。
（教育長 大竹喜代子）

▼申込・問合先 ヤングプラザ

11：40

て、町ではスポーツ推進委員や町民体育館職員が行政区に出向き、高齢者に楽しく体
を動かしていただこうと出前スポーツを行っています。また、町民体育館でも「みん
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パソコンなんでも相談会
▶期日 2月10日㈬、24日㈬
▶時間 午後1時30分〜3時30分
▶会場 町共同福祉施設パソコンルーム
▶内容 パソコン操作の個人相談
▶対象 どなたでも
▶参加費 無料（ノートパソコンなど、持
参できる人は持ってきてください）
▶問合先 生涯学習課

▶定員 20人（先着順）
▶参加費 1,000円（教材費）
▶申込開始 1月19日㈫午前9時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

ＩＴ講習会⑩パワーポイント講座

▶期日 3月5日㈯、12日㈯（全2回）
▶時間 午前9時〜正午
▶会場 町共同福祉施設パソコンルーム
▶内容 パワーポイントについて学ぶ
▶対象 18歳以上の人（文字入力のでき
おもてなしカレッジ③「防災」
る人）
▶期日 2月28日㈰
▶定員 20人（先着順）
▶時間 午前9時〜午後2時
▶参加費 1,296円（教材費）
▶会場 邑楽町公民館
▶申込開始 2月6日㈯午前9時
▶内容 防災についてのゲームやマイ防 ▶申込・問合先 邑楽町公民館
災マップ作り、非常食の試食など
裂き織り体験講座
▶対象 小学4〜6年生
▶定員 15人（先着順）
▶参加費 300円（教材費）
▶申込開始 1月15日㈮午前9時
▶申込・問合先 生涯学習課

ＩＴ講習会⑨ワード・エクセル活用編
▶期日 2月16日㈫、17日㈬、18日㈭（全
3回）
▶時間 午前9時〜正午
▶会場 町共同福祉施設パソコンルーム
▶内容 ワードとエクセルの応用的な使
い方と活用方法を学ぶ
▶対象 18歳以上（ワードとエクセルの
基本操作のできる人）

▶対象 18歳以上の人
▶定員 10人（先着順）
▶参加費 1,000円（教材費）
▶申込開始 1月15日㈮午後1時30分
▶申込・問合先 邑楽町公民館

おもしろ科学教室
▶期日 2月6日㈯
▶時間 午前9時30分〜正午
▶会場 長柄公民館
▶内容 万華鏡を作って、光の反射と効
果的な模様の付け方について学ぶ
▶対象 小学生（3年生以下は保護者同伴）
▶定員 20人（先着順）
▶参加費 500円（材料代）
▶申込開始 1月16日㈯午前9時30分
▶申込・問合先 長柄公民館

バレンタインスイートパンプキン作り教室

▶期日 2月13日㈯
▶時間 午後1時30分〜3時30分
▶会場 長柄公民館
▶内容 かぼちゃのお菓子を作る
▶対象 小学生
▶定員 16人（先着順）
織り機を使って自分好みの布に仕上げます
▶参加費 500円（材料代）
▶期日 2月19日㈮、26日㈮、3月4日㈮ ▶申込開始 1月16日㈯午後1時30分
（全3回）
▶申込・問合先 長柄公民館
▶時間 午後1時30分〜4時
よくわかる古典文学教室
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 裂いた布を織り、布地を作る
▶期日 2月13日㈯、20日㈯、27日㈯（全
（サイズは45㎝×60㎝）
3回）

No. 69

日光東照宮 国宝陽明門
〜平成の大修理⑧〜

邑楽町文化財保護調査委員
浅尾 和年

陽明門『孔子観河』
（こうしかんが）彫刻の見取図

『日光社寺文化財保存会』の業務で
は、修理事業の運営・工事設計・施工監
理の他に、漆塗および彩色の工事施工
も担い、専門の漆工と画工の技能者が
職員として協働しています。
我々保存修理に携わる者は、創建当
時の技術者や職人たちの意気に心を寄
せながら、作業に当たる一人一人が自
身最大の力量を注ぎ込んで再現し、後
世に繋げていくのが使命になります。
当然彫刻など彩色の塗替え修理におい
ても、その在来仕様（技法・工法）
・材料
など全てを忠実に踏襲することが義務
付けられます。修理に向き合う技術者
本人の技量は当然求められるものの、
余計な個性を補加して制作品として仕

上げては駄目なのです。
そんな中でも、彫刻などの彩色復旧
に当たる画工にあっては、建築技師が
図面を製図するように、彫刻や文様・絵
画を観察してその情報を網羅した「見
取図」という模写図を作製します。この
図は将来の修理に際しての手本になる
ばかりではなく、万が一実物が消滅す
るなどで復元する場合のよりどころに
なります。そして何より作画した本人
のいわゆる美術作品として、永久保存
されます。そんな見取図の実例を写真
で紹介します。
前号で掲載した「孔子観河」実彫刻を
見取りした図画で、我々の先輩が大正
期の修理で調製したものです。

■教室・講座などの申し込み方法 ▶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。
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▶時間 午後1時30分〜3時
▶会場 長柄公民館
▶内容 日本最古の物語「竹取物語」を読む
▶対象 18歳以上の人
▶定員 20人（先着順）
▶参加費 無料
▶申込開始 1月16日㈯午後1時30分
▶申込・問合先 長柄公民館

親子リズム体操
▶期日 2月17日㈬
▶時間 午前10時〜11時30分
▶会場 長柄公民館
▶内容 親子でリズム体操を体験する
▶対象 2〜3歳児とその保護者
▶定員 20組（先着順）
▶参加費 無料
▶申込開始 1月20日㈬午前10時
▶申込・問合先 長柄公民館

▶申込開始 1月15日㈮午前10時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

花寿司作り講座
▶期日 2月24日㈬
▶時間 午前9時30分〜正午
▶会場 ヤングプラザ
▶内容 バラの花寿司と四海巻を作る
▶対象 18歳以上の人
▶定員 12人（先着順）
▶参加費 700円（材料代）
▶申込開始 1月20日㈬午前10時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

若者韓国料理講座

▶期日 2月25日㈭
▶時間 午後7時30分〜9時30分
▶会場 ヤングプラザ
▶内容 ビビンパとキムチ餃子を作る
▶対象 16〜35歳の人
親子リトミック教室
▶定員 15人（先着順）
▶期日 2月19日㈮、26日㈮、3月4日㈮、 ▶参加費 1,000円（材料代）
18日㈮（全4回）
▶申込開始 1月14日㈭午後7時
▶時間 午前10時30分〜11時30分
▶申込・問合先 ヤングプラザ
▶会場 ヤングプラザ
ファミリースキー教室
▶内容 親子でリトミックを体験する
※リトミックとは、音楽で楽しく遊びな ▶期日 2月20日㈯
がら子どもたちの持っている能力を引 ▶集合時間 午前5時20分
き出すための教育です。
▶集合場所 町民体育館
▶行き先 草津国際スキー場（吾妻郡草
▶対象 2〜3歳児とその保護者
津町）
▶定員 10組（先着順）
▶対象 町内在住の人
▶参加費 無料

▶定員 40人（先着順）
▶参加費 高校生以上3,500円、中学生
以下3,000円（バス代、保険代など）
※レンタル料、リフト代、昼食代は含まれ
ません。
※小学1年生以上を対象に、無料でスキ
ー講習を行います（希望者のみ）。
▶申込開始 1月16日㈯午前10時
▶申込・問合先 町民体育館

第28回邑彩会絵画展
▶期日 2月12日㈮〜14日㈰午後4時
▶内容 約70点の油絵、水彩画の展示
▶会場・問合先 邑楽町公民館

遊彩会水彩画展
▶期日 1月22日㈮〜27日㈬
▶内容 水彩画の展示
▶会場・問合先 町立図書館

図書館講演会
▶期日 1月31日㈰
▶時間 午後2時〜4時（1時30分開場）
▶会場 町立図書館
▶講師 齊藤誠一さん（千葉経済大学短
期大学部教授）
▶内容 地域の課題情報拠点としての図
書館の役割・可能性を考える
▶対象 どなたでも
▶定員・参加費 70人（先着順）
・無料
▶申込方法 図書館窓口で申し込む
▶申込・問合先 町立図書館

中川ひろたか ファミリーコンサート
邑楽町公民館では、絵本作家・シンガーソン
グライターとして活躍する中川ひろたかさ
んのコンサートを開催します。中川さんは
保育士を経験後、みんなのバンド『トラや帽
子店』のリーダーとして活躍。絵本作家とし
ても活動しており、
『ないた』で日本絵本賞
大賞を受賞。代表曲には《みんなともだち》
《世界中のこどもたちが》
《ともだちになる
ために》などがあります。2007年にはTBS
「情熱大陸」に出演、2008年には劇団「おと
もだち」を旗揚げ。ミュージカル《みんなと
もだち》を各地で上演しています。今回は遊
び歌やパネルシアターを含めた内容となっ

ています。大人から子どもまで、みんなで楽
しめるコンサートです。
▶期日 2月21日㈰
▶時間 午後1時30分〜3時（1時開場）
▶会場 邑楽町公民館
▶出演 中川ひろたか
▶内容 家族で楽しめるコンサート（遊び
歌、パネルシアターもあります）
▶対象 どなたでも
▶参加費 無料
▶定員 200人（先着順）
▶整理券配布 1月16日㈯午前9時から
▶申込・問合先 邑楽町公民館

トラや帽子店のリーダー中川さん

邑楽町公民館Ｇ 88-1290 長柄公民館Ｇ 89-0123 町民体育館Ｇ 88-5355 町立図書館Ｇ 88-5900 ヤングプラザＧ 89-1501 生涯学習課Ｇ 47-5043
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