「29年度 邑楽町教育行政の重点について」②
今号は社会教育の3つの重点について述べます。1つ目は「中央公
民館完成に向けての準備事業」です。平成30年4月に完成予定の

7月

JUL

7月のはくちょう号
◆期日 7月13日㈭、27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）

30
10

子ども陶芸教室
︵全３回︶

ご飯茶わん作りコース

▼期日・時間

11

①７月 日㊏午前９時 正
~午
②８月５日㊏午前９時 分 ~時 分

③８月 日㊏午前 時 ~時
※８月 日㊏は作品鑑賞です︒

お皿作りコース

30

中野小学校６年

森屋
ま
い

で︑小さい頃から英語の辞書

を読んでいました︒だからわ

たしが﹁英語でりんごは何て

言うの﹂と聞くと﹁アップル﹂

と答えてくれます︒他にも難

しい漢字も読めます︒少し言

葉が聞き取りづらいけど︑と

てもやさしいおじさんです ︒

施設で生活しているので︑お

じさんの施設でこのような事

いろな障がいを持った人が生

障がいのある人たちに人権

麻衣

日︑神奈

件があったらと考えただけで

２０１６年７月

川県相模原市の障がい者施設

ぞっとします︒施設ではいろ

26

19
活しています︒生まれつき障

がいがある人もいれば︑事故

や病気で身体が不自由になっ

てしまった人もいます︒どん

な障がいがあってもみんな一

生懸命に生きています︒

困っている人を見かけたら

手を差し伸べるようにし︑将

来は介護福祉士の資格を取っ

で事件がありました︒何も悪

人

26

い事をしていない人たちが

人も亡くなりました︒

また︑けがをした人が

もいました︒そのニュースを

テレビで見た時わたしは︑な

んで障がい者を殺すのだろう

と思いました︒犯人がそうい

う行動をした理由は﹁障がい

者は社会的に不要だから死ぬ

べきだ﹂
ということでした︒
わ

て施設で働きたいと思いま
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優勝した狸塚オールドのみなさん

す︒

▶問合先 町立図書館

たしはその事件をテレビで見

上映作品名

男はつらいよ
8日㈯ 14：00 寅次郎サラダ記念日
（100分）

なぜ世の中で障がい者を差

開始時間

別する人がいるのか︑そこが

期 日

とても疑問です︒障がいがあ

●土曜映画会

る人もない人も︑幸せに暮ら

ダイハード2
(日本語字幕 124分）

優勝 狸塚オールド 準優勝 十三坊塚ソフト

すことができる世の中になっ

21日㈮ 14：00

塀の中の懲りない
面々（92分）

第39回町長杯争奪
町民ソフトボール大会

てほしいと願っています︒

7日㈮ 14：00

上映作品名

一般男子ダブルス
①福田英信・青木誠
②野口倍男・雨宮圭司
③桧垣一彦・小郷隆士
一般女子ダブルス
①子安智子・荒井みどり
②坪野谷晃代・内城恵利子
③加藤久江・櫻井恵美子
小学生高学年男子シングルス
①浦野桜丞②山田珀愛③小林光

19

るたびにイライラしました ︒

開始時間

①近藤隆 ②蜂須善明 ③坂井健治 ④木崎悦男 ⑤大塚克次

第38回町民テニス大会

●金曜映画会
期 日

第8回邑楽町長杯グラウンド・ゴルフ大会結果

人も人が亡くなっているの

16日㈰ 14：00 蟹工船（110分）

30 30
11

に笑っていたからです︒それ

上映作品名

わたしのおじさんにも障が

スポーツ大会結果

が許せませんでした︒

開始時間

10

22

出来上がった時の感動を味わってみませんか（昨年度の様子）

いのある人がいます︒でもわ

期 日

11 10

12 12

きたいです。
（本部委員 6年 石塚翔太） 上級生の温かい拍手の中を歩く１年生

7月の図書館映画会
●図書館名画座

22

30 30

たしのおじさんは英語が得意

▶期日 7月6日㈭、13日㈭、20日㈭、
27日㈭
※20日㈭、27日㈭は図書館職員。
▶時間 午前11時〜

12 12

①７月 日㊏午後１時 分 ４
~時 分
②８月５日㊏午前 時 分 ~時 分

オリーブ「読み聞かせ」

③８月 日㊏午前 時 正
~午
※８月 日㊏は作品鑑賞です︒

▶期日 7月29日㈯
▶時間 午後2時〜

各コース共通事項

キッズクラブ「読み聞かせと工作」

24

ヤングプラザ

3日㈪、10日㈪、17日㈪
24日㈪、28日㈮、31日㈪
※28日㈮は月末整理日。

17

▼会場

7月の休館日

▼対象 小中学生

デイサービスセンター
おうらの里

中野東小学校の1年生を迎える会では、1年生と6年生が手をつな
いで体育館へ入場してきます。そこでは、5年生が手作りしたメダ
ルや2年生が育てたアサガオの種をプレゼントして、1年生にとても喜んでもらえま
した。3月まで園児だった1年生が、感謝の言葉をしっかりと伝える姿に、驚かされま
した。これからも1年生とは、休み時間に
遊んだり、通学班でリードしてあげたり
して、距離を縮めていきたいです。また1
年生から6年生までが、仲よく楽しい学校
生活を送ってもらい、1年生にはたくさん
のお友達を作って、たくさんの笑顔を見
せてもらいたいです。本部委員として、い
ろいろな行事を通しながら中野東小学校
がより良い学校になるように頑張ってい

人︵先着順︶

15：10

校

小学

東
中野

▼参加費 ３００円︵材料代︶

グループホーム
つむぎの里

1年生を迎える会

ヤングプラザでは、毎年夏休み期間中に「子ども陶芸教室」を開催しています。今回はご飯茶わんと
お皿を作ります。講師は、ヤングプラザで活動している陶芸クラブの皆さんで、初めての人でも基
本から丁寧に教えてくれます。土の感触を楽しみながら、陶芸の世界をプチ体験してみませんか。
皆さんの参加をお待ちしております。
▼定員 各コース

14：20

社会」を目指して、職員一同心と力を合わせて頑張ります。
（教育長 大竹喜代子）

日㊏午前９時

町福祉センター

ようこそ陶芸の世界へ！
君だけのオリジナル作品を作ろう！

スポーツの推進」です。各種スポーツ教室や出前講座などを通して、参加者の増加や
新たなサークルの結成などを推進したいと思います。各世代の住民が健康で生き生
きと活躍するすてきな町、住みたくなる町になるよう「世代と人がつながる生涯学習

▼申込開始 ６月

13：40

す。2つ目は「地域に根を生やした、たくましい青少年の育成」です。学校と連携した
り、公民館を中心にしたりして、子どもたちの豊かな体験を保障するさまざまな事業
を計画・実施し、成果を上げていきたいと考えます。3つ目は「町民の健康増進と生涯

▼会場・問合先 ヤングプラザ

11：40

グループホーム
ヴィラ

中央公民館の有効活用を図り、そして芸術・文化の振興に向けて新たな担い手を育成
するためのダンス・音楽・演劇を柱とした事業を生涯学習課と町民の実行委員で進め
ています。町民吹奏楽団はすでに結成され、今後町民劇団の旗揚げもできる見通しで
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パソコンなんでも相談会
▶期日 7月12日㈬、26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

▶対象 18歳以上の人
▶定員・参加費 5人（先着順）
・無料
※アコーディオンの無料貸出しあります。
▶申込開始 6月16日㈮午前10時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

I T 講習会③初心者のためのグーグル活用術

▶期日 7月11日㈫、12日㈬（全2回）
▶時間 午前9時~正午
知って得するよもやま話講座
▶会場 町共同福祉施設パソコンルーム
▶期日 7月11日㈫、25日㈫、8月8日㈫、 ▶内容 グーグルの利用方法を学ぶ
29日㈫、9月12日㈫、26日㈫、10月10 ▶対象 18歳以上で文字入力のできる人
日㈫、24日㈫、11月7日㈫、21日㈫（全 ▶定員 19人（先着順）
▶参加費 500円（教材費）
10回）
▶申込開始 6月20日㈫正午
▶時間 午前10時~11時30分
▶申込・問合先 邑楽町公民館
▶会場 2区公民館
▶内容 身近に役立つ知識を学ぶ（リン
I T 講習会④エクセル基礎編
パマッサージ、茶の湯体験、落語、救命・
▶期日 7月25日㈫、26日㈬、27日㈭（全
防災講座、給食センター見学など）
3回）
▶対象 18歳以上の人
▶時間 午前9時~正午
▶定員 20人（先着順）
▶参加費 500円（資料代、材料代など） ▶会場 町共同福祉施設パソコンルーム
▶内容 エクセルの基本的な使い方を学ぶ
※給食センター見学は別途230円。
▶対象 18歳以上で文字入力のできる人
▶申込開始 6月15日㈭午前9時
▶定員 19人（先着順）
▶申込・問合先 生涯学習課
▶参加費 1,000円（教材費）
アコーディオン教室
▶申込開始 7月11日㈫正午
▶期日 7月7日㈮、14日㈮、21日㈮、28 ▶申込・問合先 邑楽町公民館
日㈮（全4回）
ロビーコンサート 黄昏楽団演奏会
▶時間 午前9時~10時30分
▶期日 7月22日㈯
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 アコーディオンの演奏方法を学ぶ ▶時間 午後2時~3時30分（1時30分開場）
た そ が れ

No. 86

民俗の発見『遠野物語』
−柳田国男の世界①−

ಏထ૨҄ᝠ̬ᜱᛦ௹ۀՃ
߷ẅͤʚ

柳田国男（1875~1962年）は、庶民
の心の歴史に深く踏み込んで「日本人
とは何か」と終生問い続けた民俗学者
です。この明治の文学青年は農政官僚
の道を歩みますが、常民（普通の人）の
生活への関心を強め各地を旅し、列島
の暮らしに触れます。九州宮崎の山村、
椎葉村への旅がその出発点で狩りの習
俗を記録した「後 狩詞記」が生まれま
す。
名高い「遠野物語」の誕生は、その翌
年の明治43年（1910年）のこと。岩手
県遠野出身の佐々木喜善という文学志
望の青年から柳田が地元の話を聴き、
簡潔な文体でまとめたものです。ザシ
キワラシ、天狗、山男、山女、河童など
し い

ば

そ ん

のちのかりことばのき

遠野市全景（遠野市立博物館提供）

▶会場 邑楽町公民館
▶内容 フォークソング、手話ダンス、フ
ラダンス
▶出演 黄昏楽団ほか
▶対象 どなたでも
▶定員・参加費 150人（先着順）
・無料
▶整理券配布 6月17日㈯午後2時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

子ども将棋教室
▶期日 7月22日㈯、29日㈯、8月5日㈯
（全3回）
▶時間 午後1時30分~3時
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 基本的なルールと指し方を学ぶ
▶対象 町内の小中学生
▶定員・参加費 8人（先着順）
・無料
▶申込開始 6月17日㈯午前10時30分
▶申込・問合先 邑楽町公民館

わいずクラブ
▶期日 7月21日㈮、8月3日㈭、19日㈯、
26日㈯、9月16日㈯（全5回）
▶時間 午前10時~正午
▶会場 邑楽町公民館など
▶内容 トールペイント、福祉体験、ネイ
チャーゲーム、お菓子作り、茶道
▶対象 小学生
▶定員 16人（先着順）
▶参加費 1,000円（教材費、材料代）
▶申込開始 6月17日㈯午前10時30分
▶申込・問合先 邑楽町公民館

の存在が「目前の出来事」として現れ、
119編の怪異な物語を彩っています。
わずか350部の自費出版で近代化を急
ぐ当時、出版の意図は理解されがたく
親友の田山花袋でさえ「道楽に過ぎた
ようにも思われる」と述べているほど
です。今日では、遠野は河童、民話のふ
るさととして知られる観光地ですが、
出発点には柳田のささやかな著書があ
りました。しかし、柳田は遠野だけが特
別な民俗の宝庫と考えていたわけでは
ありません。教育勅語に象徴される国
民の画一化が進む時代、日本各地に遠
野と同様に伝統文化が息づき、深々と
した民衆の精神世界が形成されている
ことを訴えたかったのです。

■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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シニアクラブ①
▶期日 7月21日㈮
▶時間 午前9時~午後1時30分
▶会場 長柄公民館
▶内容 夏にぴったり冷や汁うどんを作る
▶対象 65歳以上の人
▶定員 30人（先着順）
▶参加費 500円（材料代）
▶申込開始 6月23日㈮午前9時
▶申込・問合先 長柄公民館

夏のスイーツ飾り作り教室
▶期日 7月27日㈭、28日㈮（全2回）
▶時間 午前10時〜正午
▶会場 長柄公民館
▶内容 粘土で作ったスイーツを使って
かわいい壁掛けを作る
▶対象 小学生（1、2年生は保護者同伴）
▶定員 16人（先着順）
▶参加費 500円（材料代）
▶申込開始 6月17日㈯午前10時
▶申込・問合先 長柄公民館

ちびっこフェス
▶期日 7月29日㈯
▶時間 午後1時30分開演（1時開場）
▶会場 長柄公民館
▶出演 子どもたち
▶内容 ダンスや楽器演奏など
▶対象 どなたでも
▶定員・参加費 100人（先着順）
・無料

▶申込開始 6月24日㈯午後1時30分
▶問合先 長柄公民館

おはよう太極拳教室
▶期日 7月25日㈫、26日㈬、27日㈭、
28日㈮（全4回）
▶時間 午前6時30分~7時15分
▶会場 松本公園
▶内容 澄んだ空気の中、太極拳を行う
▶対象 どなたでも
▶定員・参加費 50人（先着順）
・無料
▶申込開始 6月24日㈯午前9時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

子どもサンドペインティング教室

▶時間 午前8時30分開会
▶内容 卓球の団体戦および個人戦
▶参加費 100円（保険代）※個人戦のみ。
▶申込締切 6月25日㈰午後5時
▶申込先 各地区の体育協会役員
▶会場・問合先 町民体育館

市町村ゴルフ大会町予選
▶期日 7月20日㈭
▶時間 午前9時24分アウトスタート
▶会場 白水ゴルフ倶楽部（渋川市横堀）
▶対象 町内在住アマチュアゴルファー
▶定員 12人（先着順）
▶参加費 8,330円（プレー代、昼食代など）
▶申込期間 6月16日㈮午前9時~30日
㈮午後5時まで
▶申込・問合先 町民体育館

初心者のための卓球教室
わくわく新体験！かわいいインテリアを作ろう

▶期日 7月29日㈯
▶時間 午前9時30分〜正午
▶会場 ヤングプラザ
▶内容 海のサンドペインティングを作る
▶対象・定員 小中学生・18人（先着順）
▶参加費 800円（材料代）
▶申込開始 6月24日㈯午前9時
▶問合先 ヤングプラザ

町内対抗卓球大会
▶期日 7月9日㈰

▶期日 7月25日㈫、26日㈬、27日㈭、
28日㈮（全4回）
▶時間 午後6時~7時
▶会場 町民体育館
▶内容 卓球を基礎から学ぶ
▶対象・定員 小学生・20人（先着順）
▶参加費 300円（保険代など）
▶申込開始 6月24日㈯午前10時
▶会場・問合先 町民体育館

加藤昭次木版画展
▶期日 7月18日㈫~29日㈯
▶会場・問合先 邑楽町公民館

ホタル観賞会
邑楽町公民館・長柄公民館・ヤングプラザでは、恒例のホタル観賞会を開催します。自然環境の変化などにより、今では見られなく
なってしまったホタルですが、ホタル観賞会では、元気に光るホタルを観賞することができます。普段見ることのできないホタル
の幻想的な光に、きっと癒されることでしょう。この夏の思い出作りに、ぜひホタル観賞会に足を運んでみてください。
▶期日 7月7日㈮、8日㈯
▶時間 午後7時~8時
▶会場 おうら中央公園内
▶内容 ヘイケボタルを観察する（両日とも同じ内容です）
▶対象 どなたでも（小学生以下は保護者の同伴が必要です）
▶定員 各日50人（先着順）
▶参加費 無料
▶申込開始 6月16日㈮午前10時
ホタルに関する詳しい説明も聞けます（昨年の様子） ▶申込・問合先 邑楽町公民館、長柄公民館、ヤングプラザ

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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