待望の邑楽町中央公民館の完成に向けて
あけましておめでとうございます。平成29年の幕開けとなりまし
た。さて、30年4月末に待望のホールを備えた中央公民館が完成

2月

FEB

2月のはくちょう号
◆期日 2月9日㈭、23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）

り歩くのが少し大変でした ︒

という病気で目が不自由にな

私のおじいちゃんは糖尿病

と今まで思っていたこと︑感

た︒
でも︑
一度書き出してみる

たことをそのまま書きまし

す︒私はこの人権作文は思っ

おうらヤングプラザ友の会
スキー＆スノーボードツアー

でも︑私は一度もおじいちゃ

35

時

じていたことだけでなく違う

30 16

6

月 日㊏〜 日㊐ 泊 日

思いも出てきました︒作文を

▼出発時間 午前

んのことを障がい者だと思っ

書く前よりも︑目の前のこと

▼期日

たことはありませんでした ︒

だけでなく︑もっと視野を広

▼集合場所 ヤングプラザ

最初は自分の家族だから障が

▼行き先 スノーパーク尾瀬戸倉︑川場田園プラザ

い者と思わないのかと思いま

〜 歳の人

げ︑
自分のことだけでなく︑
相

▼内容 スキー︑
スノーボード︑交流会など

手のこともしっかり考えてか

▼対象

した︒
でも︑
自分の家族か家族

ら行動しようと思いました ︒

人︵先着順︶

じゃないかで人のことを見て

▼定員

はいけないと思いました︒人

そして世界中の誰もが支え

１万３︑
５００円︵宿泊代︑
リフト１日券

代︑
バス代︑保険代含む︶

はそれぞれ違っていて︑個性

▼参加費

※友の会未加入の人は別途年会費５００円が必要︒

▶期日 2月25日㈯
▶時間 午後２時〜

合い協力し合えるようになる

キッズクラブ「読み聞かせと工作」

10

があると私は思っているから

6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪、28日
㈫
※28日㈫は月末整理日。

14

▼申込方法 申込用紙に必要事項を記入し︑参加費

2月の休館日

1

といいと思います︒支えられ

15：10

デイサービスセンター
おうらの里

中野東小学校では、緑化センターに行き、木や自然の大切さを
学ぶ森林楽習という授業を行っています。春の森林楽習では常緑
樹と落葉樹の観察をしたり、土の中にいる昆虫などの観察をしたりしました。夏は、
12種類の樹木の観察をした後「子ども樹木博士認定テスト」を行いました。秋は、夏
に観察した樹木の葉がどう変化した
かを観察しました。また、押し葉を使
ってしおりを作ったり、木や枝、木の
実を使った工作をしたりもしました。
この学習の良いところは、自然の大
切さをとても楽しく分かりやすく実
感できるところです。この学習を通し
て、以前よりも木や自然を大切にしよ
うと思えるようになりました。

です︒

グループホーム
つむぎの里

森林楽習

※申込用紙はヤングプラザにあります︒

14：20

校

小学

東
中野

を添えて申し込む

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。会場のスノー
パーク尾瀬戸倉は、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
級者まで楽しめます。また、120ｍ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ます。
2日目には吹割の滝や、話題の川場田園プラザにも行きます。友達を誘ってぜひご参加ください。

月 日㊏午前 時

13：40

尾瀬戸倉のパウダースノー！
ステキな仲間と純白のゲレンデを楽しもう！

平田オリザ氏をお招きし、講演会やワークショップを行いました。年明けからは、プ
ロの劇団俳優によるワークショップを開催し、町民劇団の結成を目指しています。中
央公民館の完成を機に、邑楽町が文化・芸術の薫り高い、生き生きとしたすてきな町、
住みたい町になることを心から願っています。
（教育長 大竹喜代子）

▼申込開始

グループホーム
ヴィラ

が結成され、月に2回程度の練習に励み、こけら落としに演奏できたらと意気込んで
います。演劇については過日、劇作家・演出家・劇団主宰として世界的に活躍している

▼申込・問合先 ヤングプラザ

11：40

予定です。有効活用を図るため、今、生涯学習課と町民の実行委員で、ダンス・音楽・演
劇の三部門を柱に開館準備事業を進めています。ダンスについては、ダンスバトルや
中学校への出前授業など、音楽では、幼稚園・保育園、学校、公民館などでコンサート
を開催したり、プロが指導を行ったりしています。また、昨年10月には町民吹奏楽団

2

18

19
1
2

スキー、スノーボード、どちらも楽しめるコースです（昨年度の様子）

ゆきひろ

オリーブ「読み聞かせ」

自然の大切さを楽しく学べる森林楽習

邑楽中学校２年
人もいる︑何不自由なく生活

できる人でも︑毎日が忙しく

て疲れている人︑家族と一緒

にいて毎日が幸せな人など ︑

世界にはいろいろな人がいる

と思います︒
その中で︑
あの人

は気持ち悪い︑
あの人は変︑
な

どと人を違う目で見たり︑違

協力しあえる世界になろう

み ゆ う
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弥柚

▶問合先 町立図書館

2年ぶりに優勝した十三坊塚バレーの皆さん

石原

11日㈯ 14：00 ターザン（85分）

うふうに思ったりする人が

上映作品名

減ってほしいと思います︒そ

開始時間

﹁障がい者﹂
という一つの言

期 日

して体が不自由で生活が大変

●土曜映画会

葉でかたづける人がいるけれ

上映作品名

インデペンデンス・デイ
（127分）
バットマン
17日㈮ 14：00
（127分）

な人がいたら支え合って︑楽

開始時間

3日㈮ 14：00

ど︑私はかたづけてはいけな

期 日

しく生きていきたいと思いま

●金曜映画会

昨年11月、町民体育館で第39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、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。決勝は十三坊塚バレーとFRESHの
対決。常勝チーム同士、手に汗握る試合
が繰り広げられ、十三坊塚バレーが2
年ぶりの優勝となりました。開催当初
はママさんバレーボール大会という
名で始まり、第30回目に今のミセスバ
レーボール大会となりました。次回の
第40回記念大会も期待大です。

いと思います︒

上映作品名

鞍馬天狗 青銅鬼
19日㈰ 14：00
（70分）

ていない人がいたら︑私が少

開始時間

◇◆◇熱戦ＦＬＡＳＨ◇◆◇

体が不自由でも支えになる

期 日

優勝 十三坊塚バレー
準優勝 FRESH
第3位 ウイング

しでも支えになれるようにし

●図書館名画座

人がいたり︑支えになる人が

第39回ミセスバレーボール大会

2月の図書館映画会

たいと思います︒

スポーツ大会結果

いなくつらい生活をしている

▶期日 2月2日㈭、9日㈭、16日㈭、
23日㈭
▶時間 午前11時〜

（中野東小学校 5年 武田幸寛）
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パソコンなんでも相談会
▶期日 2月8日㈬、22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・参加費 どなたでも・無料
▶問合先 生涯学習課

スクラップブッキング講座（保育付）
▶期日 2月14日㈫・21日㈫（全2回）
▶時間 午前10時〜正午
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 スクラップブッキングの体験
▶対象 18歳以上の女性
▶定員 10人（先着順）
▶参加費 1,500円（材料代）
※保育希望者は事前に申し込む（2歳以
上の未就学児5人まで・先着順・無料）。
▶申込開始 1月17日㈫午前10時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

コミュニティカレッジ②
▶期日 2月18日㈯
▶時間 午後1時30分~3時（1時開場）
▶会場 邑楽町公民館
▶講師 大島英樹さん（立正大学法学部
教授）
▶演題 多世代のゆきかう公民館をつく
ろう
▶対象・参加費 どなたでも・無料
▶定員 150人（先着順）

▶整理券配布 1月14日㈯午後2時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

I T講習会⑩ワード・エクセル活用編
▶期日 2月21日㈫、22日㈬、23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歳以上の人（ワード・エクセ
ルの基本操作のできる人）
▶定員 19人（先着順）
▶参加費 1,000円（教材費）
▶申込開始 1月24日㈫午前9時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

ヨガ体験教室（保育付）
▶期日 2月24日㈮・3月3日㈮（全2回）
▶時間 午前10時30分〜正午
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 ヨガを体験する
▶対象 18歳以上の女性
▶定員・参加費 10人（先着順）
・無料
※保育希望者は、事前に申し込む（2歳以
上の未就学児5人まで・先着順・無料）。
▶申込開始 1月20日㈮午前10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4日㈯
▶時間 午前9時30分〜正午

▶会場 長柄公民館
▶内容 聴診器を作って音が耳に伝わる
仕組みについて学ぶ
▶対象 小学生（小学3年生以下は保護
者の同伴が必要）
▶定員 20人（先着順）
▶参加費 500円（材料代）
▶申込開始 1月14日㈯午前9時30分
▶申込・問合先 長柄公民館

韓国料理教室
▶期日 2月16日㈭
▶時間 午前9時30分〜午後1時
▶会場 長柄公民館
▶内容 ピリ辛スープ「ユッケジャン」の
作り方を学ぶ
▶対象 18歳以上の人
▶定員 16人（先着順）
▶参加費 1,000円（材料代）
▶申込開始 1月19日㈭午前9時30分
▶申込・問合先 長柄公民館

チョコレートケーキ作り教室
▶期日 2月18日㈯
▶時間 午前10時〜正午
▶会場 長柄公民館
▶内容 ガトーショコラを作る
▶対象 小学生
▶定員 16人（先着順）
▶参加費 500円（材料代）
▶申込開始 1月14日㈯午前9時
▶申込・問合先 長柄公民館

親子リズム体操
▶期日 2月22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・参加費 15組（先着順）
・無料
▶申込開始 1月18日㈬午前10時
▶申込・問合先 長柄公民館

▶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 800円（材料代）
▶申込開始 1月19日㈭午前10時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

ファミリースキー教室

▶期日 2月14日㈫、21日㈫、28日㈫（全
3回）
▶時間 午前10時30分〜11時30分
▶会場 ヤングプラザ
▶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
がら子どもたちの持っている能力を引
き出すための教育です。
▶対象 2〜3歳児とその保護者
▶定員・参加費 10組（先着順）
・無料
▶申込開始 1月17日㈫午前10時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

▶期日 2月18日㈯
▶集合時間 午前5時20分
▶集合場所 町民体育館
▶行き先 草津国際スキー場（草津町）
▶対象 町内在住の人
▶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14日㈯午前10時
▶申込･問合先 町民体育館

花寿司作り講座

Let's do the exercise

親子リトミック教室

見てキレイ、食べておいしい花寿司＆四海巻

▶期日 2月23日㈭

▶申込開始 1月25日㈬午前10時
▶会場・問合先 町民体育館

第30回邑彩会絵画展
▶期日 2月10日㈮〜12日㈰
▶時間 午前10時〜午後6時（12日は午
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

図書館活動講演会
▶期日 1月28日㈯
▶時間 午後2時〜4時（1時30分開場）
▶会場 町立図書館
▶講師 岡本真さん（アカデミック・リ
ソース・ガイド株式会社代表取締役・プ
ロデューサー）
▶演題 未来の図書館、はじめませんか？
−“OUR LIFE LIBRARY”に基づいて
▶内容 人生のアクションを支える図書
館を考えてみませんか？
▶対象 どなたでも
▶定員・参加費 70人（先着順）
・無料
▶申込開始 1月7日㈯午前9時
▶申込方法 図書館窓口で申し込む
▶申込・問合先 町立図書館
まこと

▶期日 2月22日㈬、3月1日㈬、8日㈬、
着物リメイク作品展
15日㈬（全4回）
▶期日 2月3日㈮〜12日㈰午後5時
▶時間 午後7時30分~8時30分
▶内容 リメイクサークルカーネーショ
▶内容 人気のエクササイズを体験
ンの作品の展示
▶対象・定員 どなたでも・20人（先着順）
▶会場 町立図書館
▶参加費 500円（保険代など）

シ エ ル

No. 81

多々良沼の白鳥〜その④〜
−白鳥の来る街−

邑楽町文化財保護調査委員
川島 正一

水面を蹴って元気よく飛び立つ白鳥

自分の住んでいる土地に白鳥が来る
のはうれしいことです。近年、多々良沼
だけでなく、渡良瀬川右岸の田んぼに
も、白鳥が降りることが多くなりまし
た。多々良沼には蓮やマコモがあり、ボ
ランティアの人たちの給餌もありま
す。渡良瀬川右岸の田んぼでは、落穂な
どを上空から目ざとく見つけて食べて
います。ですが数多くの白鳥が飛来す
ればするほど、餌にあぶれた白鳥たち
が自活できる環境が必要です。
この頃は多々良沼の蓮が増えてい
て、白鳥が逆立ちして胴半分+首の長
さ位の深さに蓮やマコモがあれば、人
の給餌に頼らなくても生きていけま
す。蓮やマコモは条件さえ整えば繁殖
は す

力が強く、多々良沼で今後期待できる
自然の餌となるでしょう。しかし、多々
良沼は下流の多々良川の水門で水を調
節するダムですから、冬期は浮島弁財
天南の水位が問題となります。
ゴミの流入防止や白鳥が自活できる
環境づくりなどは、多くの人々の努力
で改善されつつあります。白鳥が自力
で生きていける環境づくりとは、野生
の白鳥を人間本位の愛玩動物にしない
ということでもあります。
白鳥が飛来し始めた昭和50年代か
らすると、100羽以上の白鳥が飛来す
ることは夢のような話です。神々しい
白鳥がやって来る町に住める喜びを、
絶やしたくはないものです。

■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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Ciel ファミリーコンサート
町教育委員会では、中央公民館開館準
備事業の一環として、Cielファミリーコン
サートを行います。Cielはバイオリンとピ
アノによるパフォーマンス・ミュージック
ユニット。アニメソングからクラシック、
映画音楽まで、幅広いジャンルを独自にア
レンジ。さまざまなパフォーマンスをミッ
クスさせた、今までにない演奏スタイルで
親子三世代が楽しめるステージです。
また、2人のピアニストによるサイレン
トコメディユニットＣhild 2 PaPaのステ
ージもあります。ぜひご来場ください。

―中央公民館開館準備事業―

▶期日 2月25日㈯
▶時間 ①午前公演 午前11時~正午
②午後公演 午後2時〜3時
▶会場 邑楽町公民館
▶出演 Ciel、Ｃhild 2 PaPa
▶内容 バイオリン・ピアノ演奏＆ピア
ノ二重奏
▶対象 どなたでも
※0歳から入場できます。
▶チケット代 500円（未就学児無料）
※未就学児は整理券が必要です。
▶申込・問合先 生涯学習課
園児たちも演奏に夢中（出張コンサートの様子）

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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