人と人が向き合って話すことの大切さ

1月

JAN

1月のはくちょう号
◆期日 1月11日㈭、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）

平成 年１月

年１月

日㊐

日㊐

①舞台美術 平成

時〜午後４時

30 30

28 21

演劇ワークショップ
﹁舞台美術・演出編﹂

▼期日
②演出

午前

舞台美術と演出を学ぶ

▼時間

▼内容

①舞台美術

松井周さ

杉山至さん︵読売演劇大

▼講師

く に お

賞最優秀スタッフ賞受賞︶ ②演出

中学生以上

人︵先着順︶

ん︵劇団サンプル主催︑岸田國士戯曲賞受賞︶

▼対象

▼定員

年２月 日㊐

各回１︑０００円︵中・高校生無料︶

平成

時 分開演︵午後１時開場︶

▼参加費

▼期日

午後

平田オリザ講演会・座談会

▼時間

▼内容 ①講演﹁劇場・公民館がまちづくりに果

たすべき役割﹂ ②﹁平田さんと町幹部や文化団

体代表との公開座談会﹂

邑楽中学校２年
動けなくなったり耳が遠く

なったりするものです︒そし

て誰もが人の助けがいるよう

な状態になるかもしれませ

ん︒そんなことが自分に起き

たらと考えてみることが思い

やりの第一歩だと思います︒

このことは︑いじめに対し

小さな思いやり

しょうた

がされて嫌だなと感じること

菅原 翔太

僕には館林に住んでいる祖

があれば︑
人にはしない︒
言わ

ても同じだと思います︒自分

母がいます︒何年か前に背骨

お年寄りの人たちだけでは

れて嫌だなと思うことは言わ

なく︑誰でも人に親切にして

を骨折してからというもの ︑

に歩けず︑待ってあげなくて

もらったり助けてもらうと優

ない︒自分に置き換えて相手

はならなくなりました︒
また︑

しい気持ちになっていくと思

のことを思いやることが大切

耳も遠くなり普通の声で話

います︒難しいことは考えず

腰を曲げて歩くようになり ︑

していると﹁何て言っている

に︑人に親切にすることをい

歩き方も遅く一緒に旅行に

の？﹂
と聞き返してきたり︑
何

だと思います︒

度言っても分からなくて面倒

つも心掛けてみようと思いま

行ってもみんなとは同じよう

くさいなと思うこともありま

す︒
そうすることで︑
親切にし
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平田オリザさん︵劇団青年団主催︶

▶問合先 町立図書館

▼講師

上映作品名

刑事コロンボ
6日㈯ 14：00 権力の墓穴
（日本語吹替 98分）

た方もされた方も優しい気持

開始時間

お年寄りや体の不自由な人

日

18

した︒

期

ちになり︑助け合いや思いや

●土曜映画会

幼年の部 17kg級③村田悠杏
1・2年の部 24kg級③本間あみ
3・4年の部 33kg級②青山成実
5・6年男子の部 +51kg級③小山和哉
5・6年女子の部 32kg級②村田悠夏
中学生男子の部 40kg級③小山尭俊 47kg級②志村優充 60kg②清水聖矢
中学生女子の部 35kg級②黒崎日香莉 44kg級②長井美緒 49kg級③清水星那
+59kg級①藤倉優花

いきたいと思います︒

ダイヤルM A
19日㈮ 14：00 PERFECT MURDER
（日本語字幕 107分）

第13回上武洋次郎杯
邑楽町少年少女レスリング大会

に対して︑助けてあげなくて

上映作品名

空がこんなに青いわ
5日㈮ 14：00
けがない（94分）

りの心が育っていくと思いま

開始時間

はと分かってはいるのです

日

す︒それなので僕は小さなこ

期

団体男子 第3位 邑楽クラブ
シニア男子の部 第2位 梶塚由真

とでもいいので︑人に思いや

●金曜映画会

第38回邑楽町長杯争奪近県卓球大会

が︑なかなか勇気がなくて出

男はつらいよ 寅次
21日㈰ 14：00
郎心の旅路（110分）

来ないままで終わってしまい

上映作品名

りの気持ちを持って行動して

開始時間

ます︒

スポーツ大会結果

誰でもいずれは年を取り ︑

日

30

10

森には自然の宝がいっぱい

●図書館名画座
期

１ 30

20

昨年度の様子

▶期日 1月11日㈭、18日㈭、25日㈭
▶時間 午前11時〜

1月の図書館映画会

どなたでも

うと思います。
（5年 石﨑あずさ）

▼対象

オリーブ「読み聞かせ」

１２０人︵先着順︶

▶期日 1月27日㈯
▶時間 午後2時〜

学習を通して、自然の素晴らしさや大切
さを実感することができました。これか
らは、もっと自然に触れて、大切にしよ

14

▼定員

キッズクラブ「読み聞かせと工作」

12

▼参加費 ５００円︵中学生以下無料︶

1日㈪、2日㈫、3日㈬、4日㈭、8日㈪、
15日㈪、22日㈪、29日㈪、31日㈬
※1日㈪~3日㈬は年始休館、4日㈭は
資料整理日、31日㈬は月末整理日。

中野東小学校では、季節ごとに緑化センターに行き、木や葉の観
察や虫の観察を通して、普段はあまり親しみのない自然に触れ、
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、たく
さんの木の観察をしたり、土の中にいる虫を探したり、土を触ったりしました。夏の
森林楽習では、十種類の木の名前や葉の付き方、ふちの形などを詳しく教えていただ
きました。そして、覚えた十種類の葉を
触ったり、観察したりして、その木の名
前を当てる「こども樹木博士テスト」も
行いました。これまで私はあまり自然に
触れることがありませんでしたが、この

共通事項

1月の休館日

中

長柄公民館

デイサービスセンター
おうらの里

森林楽習

▼会場

15：10

学校

小
野東

日㊍

グループホーム
つむぎの里

邑楽町教育委員会では、中央公民館開館準備事業の一環として、演劇ワークショップと劇作家の平田
オリザさんの講演会・座談会を行います。ワークショップでは舞台美術と演出について、実践しなが
ら学びます。講演会では「文化を核にまちづくりに取り組む方法」を講演会・座談会でお話ししていた
だきます。演劇に触れたことのない人も、観る専門という人も、思わずのめり込んでしまう内容です。

月

14：20

人々ともっと本物のつながりを通して、ストレスマネジメントやコミュニケーショ
ン力を高められるよう、今後も指導していきたいと考えます。
（教育長 大竹喜代子）

▼受付開始

町福祉センター

知れば知るほど面白い！演劇の世界へ
演劇ワークショップ・平田オリザ講演会開催

生涯学習課

13：40

ルの世界であって本物の関わりではありません。何と言っても人と人との関係は、向
き合って話すことで、表情や言葉の調子などから相手のことがよく理解でき、真のコ
ミュニケーションが図れるのだと考えます。子どもたちには、友達同士、親と子、他の

▼申込・問合先

11：40

グループホーム
ヴィラ

昨今の子どもたちは、ストレスマネジメントやコミュニケーショ
ン力が足りないと言われています。しかし、ツイッターやフェイ
スブックなどのＳＮＳでは他人とつながって交流しています。ＳＮＳは一瞬のうち
に多くの人に情報発信でき、思いを共有・交流したり、情報を活用したりして有効な
面もありますが、なりすましや過激なツイート、出会い系サイトなど問題や危険も多
く含んでいます。いわゆるネット社会の「光と影」と言われるものです。それをきちん
と見極め利用すれば役立つ手段ですが、反面、知らない人とのつながりは、バーチャ
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▶会場 長柄公民館
▶内容 普通救命講習Ⅰ（救命に必要な
基礎、救急蘇生法、止血法、自動体外式
▶期日 平成30年1月10日㈬、24日㈬
▶期日 平成30年1月27日㈯
除細動器「AED」の取り扱いなど）
▶時間 午後1時30分〜3時30分
▶時間 午前10時開演（9時30分開場）
▶対象 15歳以上の人
▶会場 町共同福祉施設パソコンルーム
〜午後2時
▶定員 20人（先着順）
▶内容 パソコン操作の個人相談
▶会場 邑楽町公民館
▶対象 どなたでも
▶内容 町内で活動している伝統文化団 ▶参加費 無料
▶申込開始 12月16日㈯午前9時
▶参加費 無料
体による舞台発表・茶会
▶問合先 生涯学習課
▶出演 邑楽太鼓盛和会、邑楽町茶華道 ▶申込・問合先 長柄公民館
会、寛永昇会、箏・みつき会、七粋会、篠
邑楽町民劇団団員募集
シニアクラブ③おっきりこみ
塚八木節保存会、十三坊塚祭囃子保存
▶活動日 毎週木曜日の午後7時〜、毎
会、新中野八木節保存会、高島子ども八 ▶期日 平成30年2月1日㈭
週日曜日の午後1時30分〜
▶時間 午前9時30分~午後1時30分
木節隊、みやび会、狸塚八木節保存会
▶活動場所 長柄公民館
▶会場 長柄公民館
▶対象 どなたでも
▶内容 演劇の制作・上演
▶内容 野菜をたっぷり入れたおっきり
▶定員 150人（先着順）
▶対象 中学生以上（初心者歓迎）
こみを作る
▶入場料 無料
▶募集対象 制作・演出・俳優
▶対象 65歳以上の人
▶整理券配布 12月16日㈯午前10時
▶活動費 あり（お問い合わせください） ▶申込・問合先 邑楽町公民館
▶定員 20人（先着順）
▶申込・問合先 生涯学習課
▶参加費 500円（材料代）
▶申込開始 12月21日㈭午前9時30分
上州邑楽七福神めぐり
▶申込・問合先 長柄公民館
▶期日 平成30年1月6日㈯、13日㈯
フォークソングコンサート
※雨天決行
▶期日 平成30年2月3日㈯
▶時間 午前8時30分受付開始・9時出発
▶時間 午後2時開演（1時30分開場）
▶内容 邑楽の七福神を中心に道中の自
▶会場 長柄公民館
然と文化財をめぐる（距離約23㎞）
▶内容 フォークソングを中心とした演奏
▶対象 どなたでも
出演予定の篠塚八木節保存会の皆さん
▶出演 グランパ（GrandPA）
▶参加費 100円（保険代など）
▶対象 どなたでも
▶申込方法 当日会場で申し込む
普通救命講習会
▶定員・入場料 100人（先着順）
・無料
▶集合場所 シンボルタワー（駐車場）
▶整理券配布 12月16日㈯午後2時
▶期日 平成30年1月14日㈰
▶持ち物 弁当、飲み物、雨具など
▶申込・問合先 長柄公民館
▶時間 午前9時~正午
▶問合先 邑楽町公民館

パソコンなんでも相談会

第1回邑楽町伝統芸能フェスティバル

こと

No. 92

金・銀が浮かぶ「中野沼」その2
邑楽町文化財保護調査委員
青木 雅夫

ガガブタの生育地とその花

しちすい

中野沼の銀といえば、ガガブタです。ガ
ガブタは環境省準絶滅危惧種になって
いますが、群馬県内では絶滅した種と
考えられていました。ガガブタはアサ
ザと同じ近縁のミツガシワ科アサザ属
の多年草で、アサザと同じような２㎝
ほどの花弁に細かい切れ込みのある白
い花を付けます。かつては多々良沼及
びその周辺に生育していたことが記録
にあり、地元の画家、新井要太郎氏の
描いた絵も邑楽町に残されています。
絶滅した植物が、なぜ中野沼にあるの
でしょうか。外来の水生植物によく見
られる実態ですが、誰かの投げ込みに
よっていつの間にか自生するように
なったとも考えられます。しかし、人の

投げ込みによる場合、遺伝的な変異が
なく単一のクローンであるはずなので
すが、ガガブタの遺伝子を分析してみ
るといくつかのパターンが見られたの
です。ということは、かつて自生してい
たときの埋土種子から発芽してきたも
のか、水鳥によって何回かに渡り運ば
れてきたのではないかと推定できま
す。現在、関東地方にはほとんど自生が
ありませんから、東北地方から新潟に
かけての水鳥による繁殖かも知れませ
ん。夏、水面に広がる大きな葉の脇から
真っ白な花を咲かせるガガブタは中国
では金銀蓮花とよぶそうですが、皆さ
んで護っていただきたい中野沼の植物
のひとつなのです。

■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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韓国料理教室
▶期日 平成30年2月8日㈭
▶時間 午前9時30分〜午後1時
▶会場 長柄公民館
▶内容 トック（韓国のお雑煮）などの作
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 平成30年1月11日㈭午前9
時30分
▶申込・問合先 長柄公民館

を目指す
▶対象 16〜35歳の女性
▶定員 15人（先着順）
▶参加費 800円（Ｙ字美顔美容ロー
ラー代）
▶申込開始 12月14日㈭午後7時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

普通救命講習会
▶期日 平成30年1月20日㈯
▶時間 午前9時〜正午
▶会場 ヤングプラザ
▶内容 普通救命講習Ⅰ（救命に必要な
基礎、救急蘇生法、止血法、自動体外式
除細動器「AED」の取り扱いなど）
▶対象 16歳以上の人
▶定員 20人（先着順）
▶参加費 無料
▶申込開始 12月16日㈯午前10時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

若者韓国料理講座
韓国では旧正月にトックを食べるそうです

▶期日 平成30年1月23日㈫
▶時間 午後7時30分〜9時30分
女子力アップ講座
▶会場 ヤングプラザ
〜美容ローラーをつかってみよう！〜
▶内容 オジンオポックン（いかの炒め
物）とウゴジク（白菜スープ）を作る
▶期日 平成30年1月18日㈭、25日㈭、
▶対象 16〜35歳の人
2月1日㈭（全3回）
▶定員 12人（先着順）
▶時間 午後8時~9時
▶参加費 1,000円（材料代）
▶会場 ヤングプラザ
▶内容 ストレッチによる代謝アップと ▶申込開始 12月14日㈭午後7時
美容ローラーによる顔のリフトアップ ▶申込・問合先 ヤングプラザ

青少年健全育成推進大会を開催します
▶期日 平成30年2月3日㈯
▶時間 午後2時〜4時
▶会場 役場3階大会議室
▶内容 優良青少年・育成功労者の表彰や小中学生の
人権作文発表、大声コンテストなど
▶対象 どなたでも
大声コンテスト出場者募集！
▶内容 大声を出して声の大きさを競う
▶テーマ 「どんな大人になりたいか」を大声で一言！
▶対象 小学生
▶定員 30人（先着順）
▶申込開始 12月14日㈭午前9時
▶申込・問合先 生涯学習課

図書館活動講演会
▶期日 平成30年1月13日㈯
▶時間 午後2時〜4時（1時30分開場）
▶会場 町立図書館
▶講師 平形ひろみさん（元愛荘町立図
書館長、現日本図書館協会理事・富士大
学非常勤講師）
▶演題 図書館は生きている−町民とと
もに育つ図書館−
▶内容 図書館とは何か、地域に根差し
たこれからの図書館について
▶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
▶申込開始 12月16日㈯午前9時
▶申込・問合先 町立図書館
あいしょうちょう

展示会
クリスマス絵本展
▶期間 12月1日㈮~24日㈰
読書感想画展
▶期間 平成30年1月5日㈮~3月25日㈰
遊彩会 水彩画展
▶期間 平成30年1月11日㈭正午〜24
日㈬午後4時
▶共通会場・問合先 町立図書館

年末年始の休館日
邑楽町公民館・長柄公民館
ヤングプラザ・町民体育館
▶休館日 12月29日㈮~平成30年1月
3日㈬

〜大声コンテスト出場者募集〜

表彰や作文発表だけでなく、さまざまな催しものが行われました(昨年度の様子）

邑楽町公民館Ｇ88-1290 長柄公民館Ｇ89-0123 町民体育館Ｇ88-5355 町立図書館Ｇ88-5900 ヤングプラザＧ89-1501 生涯学習課Ｇ47-5043
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