成人式典に出席して
はかま

当日、会場に着くと、爆音とともに羽織袴の青年がバイクに乗っ
て走っている光景を目にしました。
「あれっ、今年の成人式は騒が

3月

MAR

3月のはくちょう号
◆期日 3月8日㈭、22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）

３月
日㊏・午前 時 午
~後４時

分 午
~後３時
30

10

おうらヤングフェスティバル

11

▼期日・時間

11

日㊐・午前９時

ヤングプラザ

10

▼会場

▼内容

陶芸︑書道︑俳句︑手芸︑水彩画︑写真な

３月 日㊏・ 日㊐共通

作品展示

ど

体験コーナー 七宝焼き︑点字

茶会︑被災地支援物資販売など

模擬店 やきそば︑ケーキ

10

その他

３月 日㊏のみ

ピアノロビーコンサート︵柏瀬友弘さん︶︑被災地

10

た

邑楽中学校２年

た

多々木

小池都知事が当選したとき

き

たが︑私が所属しているバス

ケットボール部の方がよっぽ

ど危険だと思います︒接触プ

レーで骨を折ったり︑相手と

ぶつかって倒れ︑頭を打った

りします︒スポーツに危険は

つきものなのに︑なぜ甲子園

では女性を排除するのでしょ

﹁女性差別﹂について

は る か

葉香
うか︒ただ﹁危険だから﹂とい

う理由だけでは︑女性差別と

私たちが学校の中で生活し

支援陶器チャリティーバザー

ている間は︑男女の差別は感

感じてしまいます︒

誕生﹂と報道されているのを

じられません︒私が卒業した

11

に︑
ニュースで
﹁女性初都知事

見て驚きました︒今まで都知

３月 日㊐のみ

舞台発表

事に女性がいなかったこと ︑

フラメンコ︑フラダンス︑ソーラン節︑

謡曲︑クラシックバレエ︑バトントワリング︑楽器

演奏︑ダンスなど

小学校では︑一つ上の児童会

を務めています︒
努力をし︑
や

女性初と騒がれていることに

る気があれば男女の区別なく

フ リ ー マ ー ケ ッ ト ︑豚 汁 の 無 料 配 布 ︑

か ら 揚 げ ︑玉 こ ん に ゃ く ︑フ ラ ン ク フ ル

歴史の授業で︑推古天皇が

学校では認められています

模擬店

女性だったため︑聖徳太子が

が︑社会に出るとそうではな

長から三年連続で女子が会長

摂政になったと学びました ︒

いと感じました︒

小学生男子低学年 ①吉永一叶②門田宗士③髙野倖聖
④中田兼慎⑤上新悌人⑥神山瑛斗
小学生女子低学年 ①内田美結②廣田優衣③岡田菜月
④根岸彩乃⑤楠千依⑥阿部帆夏
小学生男子高学年 ①針谷尚生②藤本康生③飯塚広輝
④藤本涼太郎⑤増田葵晴⑥波津李隆
小学生女子高学年 ①益子六花②石鍋菜歩③青木萌花
④澤田玲乃⑤石渡巴菜⑥石倉樹莉菜
中学生男子 ①半田竜聖②玉山真大③戸ヶ崎佑哉
④軽部昴海⑤亀岡大暉⑥宮野海月
中学生女子 ①似内晶良②河北月③安達由姫
寒空の下、みんな元気いっぱ
④嘉喜いとか⑤似内咲良⑥黒崎日香莉
い走り切りました

違和感を覚えました︒

イベント

今の時代は︑昔よりも女性が

邑楽町ジュニアマラソン大会2017

ト ︑ワ ッ フ ル ︑焼 き 菓 子 ︑ら く が き せ ん べ い ︑コ ー

キックターゲット大会︑お楽しみ抽選会

認められてはいるけれど︑ま

推古天皇の時代に比べれば

スポーツ大会結果

ヒーなど

※ ３ 月 ２日 ㊎ ９
~ 日㊎の間︑勤労者体育センター
利用者によるスポーツ交流大会を実施します︒

だ女性の総理大臣はいない
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※駐車場に限りがあるため︑当日は乗り合わせで

▶問合先 町立図書館

女性都知事が誕生しています

上映作品名

スター・ウォーズ
10日㈯ 14：00 帝国の逆襲
（日本語字幕125分）

し︑摂政なしでも自分で判断

開始時間

夏 の 甲 子 園 で も ︑女 子 マ

期 日

し︑
天皇も女性はなれません︒

●土曜映画会

ご来場ください︒

刑事コロンボ
16日㈮ 14：00 祝砲の挽歌
（日本語吹替98分）

︻フリーマーケット出店者募集︼

上映作品名

月はどっちに出てい
2日㈮ 14：00
る（109分）

できると認められているだけ

開始時間

ネージャーがグラウンドから

期 日

▼期日 ３月 日㊐

●金曜映画会

差別はなくなってきていま

上映作品名

男はつらいよ
25日㈰ 14：00
寅次郎夢枕（98分）

出て行くように言われ︑公式

開始時間

10 11

ないよう、日々努力していきたいと思
てらいえ ゆ う と
います。(生徒会長 寺家悠人）
邑楽南中学校をよりよくしていきます！

●図書館名画座
期 日

す︒
これからももっと︑
男女の

3月の図書館映画会

別なく︑その個人の能力で認

▶期日 3月1日㈭、8日㈭、15日㈭、22
日㈭、29日㈭
▶時間 午前11時〜

練習に参加できなかったと

オリーブ「読み聞かせ」

いうことがありました︒グラ

▶期日 3月31日㈯
▶時間 午後2時〜

家庭内の雑貨品︑手作り品

キッズクラブ「読み聞かせと工作」

▼時間 午前 時 午
~後３時
▼会場 勤労者体育センター前

5日㈪、12日㈪、19日㈪
26日㈪、30日㈮
※30日㈮は月末整理日。

▼販売品目

3月の休館日

めてもらえる社会になってい

デイサービスセンター
おうらの里

僕は邑楽南中をさらに魅力のある学校にしたいと思っています。
僕たちの学校は、たくさんのボランティア活動を行っています。
ロングＶ.Ｓ、ウォークデイ、チャリティーバザーなど、伝統のある活動ばかりです。
それだけに新しいボランティア活動を提案することより、邑楽南中の生徒が楽しめ
るレクリエーションを1年に1回か、2回開くことを提案しました。現在、先生がたと
話し合いをして、実現させられるよう
努力しています。生徒会担当の先生も
「ぜひ提案してみよう」と協力的です。
僕は生徒会長として、リーダーシップ
を発揮し、生徒会本部役員のみんなと
きちんとした成果を残したいと考えて
います。そのための努力を怠ることの

ウンドから出された理由は ︑

15：10

邑

※食品は不可です︒業者の参加はできません︒

グループホーム
つむぎの里

邑楽南中の生徒会活動

学校

中
楽南

くことを願っています︒

14：20

ヤングプラザで活動しているサークルの発表の場として、毎年3月に開催しているヤングフェス
ティバル。28回目を迎えた今回のテーマは「みんなの笑顔で 世代へつなげ おうらの輪」に決まりま
した。このテーマのもと、作品展示や舞台発表などで日頃の成果を披露します。また、被災地支援の陶
器チャリティーバザーや物資販売、模擬店、キックターゲット大会、フリーマーケット、豚汁の無料配
布など、内容も盛りだくさんでお待ちしています。友達や家族と一緒にぜひご来場ください。

らが理解し、立派な大人になってほしいと願っています。
（教育長 大竹喜代子）

危険だからということでし

町福祉センター

笑顔いっぱい！ おうら100パーセント！
おうらヤングフェスティバル開催

な青年たちでした。彼らの内心に触れ、見掛けだけで「騒がしく、にぎやかになる」と
決めつけてしまった自分を反省しました。しかし、成人式を機に、社会では身なりや
物腰、言葉などによって周囲から人となりを判断されることが多いということを彼

ヤングプラザ

13：40

ことに同意してくれました。式場に入り、彼らは自己主張しながら楽しんでいまし
た。
「今はいいけど、10分前になったら席について話はちゃんと聞いてね」と言うと
彼らは了解しました。髪型も着ているものも見るからにド派手でしたが、彼らは素直

▼申込・問合先

11：40

グループホーム
ヴィラ

しく、にぎやかになるのかな」と一瞬心配が心をよぎりました。式場に入ろうとする
と、入口わきにバイクが並べられ、7~8人の若者が集まっていました。
「ここは式場
入口だし、バイクを並べるのは目立ちすぎない？」などのやり取りの結果、移動する
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パソコンなんでも相談会
▶期日 3月14日㈬、28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

I T 講習会⑪パワーポイント
▶期日 3月10日㈯、17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 会議やプレゼンに便利なパワー
ポイントの基本的な使い方を学ぶ
▶対象 18歳以上の人（ワードの基本操
作ができる人）
▶定員 19人（先着順）
▶参加費 1,000円（教材費）
▶申込開始 2月17日㈯正午
▶申込・問合先 邑楽町公民館

初心者棒針編み教室
▶期日 2月27日㈫、3月13日㈫、27日㈫
（全3回）
▶時間 午前10時〜正午
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 編み込み模様のコースターを作る
▶対象 18歳以上の人
▶定員 5人（先着順）
▶参加費 500円（教材費）
▶申込開始 2月14日㈬午前10時

▶申込・問合先 邑楽町公民館

▶申込開始 2月17日㈯午前10時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

すぐに役立つ防犯セミナー
▶期日 3月15日㈭
▶時間 午前10時~正午
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 自宅・店舗の防犯ポイントを学
び、女性から高齢者まで気軽にできる
護身術を体験する
▶対象 18歳以上の人
▶定員・参加費 10人（先着順）
・無料
▶申込開始 2月15日㈭午前10時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

おうら少年少女合唱隊 SING! 体験会
▶期日 3月17日㈯
▶時間 午後1時~2時
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 4月1日から始動するおうら少
年少女合唱隊SING!の練習体験会
▶対象・参加費 小学生・無料
▶申込開始 2月17日㈯午前10時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

親子ハンバーガー作り教室
▶期日 3月29日㈭
▶時間 午前9時30分~12時30分
▶会場 邑楽町公民館
▶内容 パンを焼きハンバーガーを作る
▶対象 小学生とその保護者
▶定員 10組（先着順）
▶参加費 600円（材料代）

No. 94

第5区天王元宿地内の神光寺境内は、
太平記に登場する新田義貞の重臣とし
て活躍した、中野藤内左衛門景春の中
野城跡で、現在も当時の遺構を偲 ぶこ
とができます。山門を入りすぐ左手に
ある県指定天然記念物「神光寺の大カ
ヤ」の堂々とした樹姿には思わず息を
のみます。右手には鐘楼との間に「大コ
ウヤマキ」樹高20.5ｍ・目通り3.57ｍ・
目通りの長径（最大幅）1.36ｍ・根回り
6.7ｍ・根回りの長径2.5ｍの巨木が聳
え立っています。山門を挟んで南に「大
カヤ」、北に「大コウヤマキ」が至近距離
で対峙している姿は、自らの特長を発
揮しつつ、切磋琢磨しながら互いに競
い合って成長しているようで、筆舌に
と う な い ざ え も ん か げ は る

大切に守られている貴重な樹木
〜その①〜神光寺の大コウヤマキ

ಏထ૨҄ᝠ̬ᜱᛦ௹ۀՃ
شٻẅܑٟ

し の

そ び

神光寺の大コウヤマキ全容(左）と根本部分（右）

日本の神話を読む講座
▶期日 3月8日㈭、22日㈭、29日㈭（全３回）
▶時間 午後1時〜3時
▶会場 長柄公民館
▶内容 日本の神話を読む
▶対象 18歳以上の人
▶定員・参加費 20人（先着順）
・無料
▶申込開始 2月15日㈭午後1時
▶申込・問合先 長柄公民館

日曜大工木工教室
▶期日 3月18日㈰
▶時間 午前9時~正午
▶会場 長柄公民館
▶内容 オリジナルのプランターを作る
▶対象 どなたでも（小学生以下保護者
同伴）
▶定員 20組（先着順）
▶参加費 1,500円（材料代）
▶申込開始 2月17日㈯午前9時
▶申込・問合先 長柄公民館

トレッキング入門講座③
▶期日
▶時間
▶会場
▶内容
▶対象
▶定員

3月23日㈮
午前9時30分~午後3時30分
三毳山（栃木県佐野市）
山歩きの基礎を学ぶ
18歳以上の人
20人（先着順）
み か も

は尽くせない壮観です。樹高について
は大カヤにあと0.5ｍで追いつき、追
い越すのも時間の問題となってきまし
た。高野山真言宗の総本山である高野
山に多く自生しているのが名前の由
来と聞きます。常緑の針葉樹で子ども
のころ盥に水を張り、付け根部分をち
ぎった針葉を浮かべてみると、ちぎり
口より油膜状のものを噴射して舟のご
とく前に進むのでした。何の仕掛けも
ないのにたちまちとりこになったこと
を記憶しています。コウヤマキの指定
天然記念物は全国に多く知られていま
すが、神光寺の「大コウヤマキ」はこれ
にも勝る見事な巨樹です。町民共有の
財産として大切にしていきましょう。
たらい

■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。

25 2018 ＊ FEB

▶参加費 500円（資料代・保険代）
▶申込開始 2月23日㈮午前9時30分
▶申込・問合先 長柄公民館

子ども和太鼓体験教室
▶期日 3月24日㈯
▶時間 午後1時30分~3時30分
▶会場 長柄公民館
▶内容 和太鼓の打ち方を体験する
▶対象 小学生
▶定員・参加費 15人（先着順）
・無料
▶申込開始 2月24日㈯午前10時
▶申込・問合先 長柄公民館

若者はじめてのヒップホップダンス講座
▶期日 3月13日㈫、20日㈫、27日㈫（全
3回）
▶時間 午後8時~9時
▶会場 ヤングプラザ
▶内容 ヒップホップを基本から学ぶ
▶講師 遠藤一樹さん（スワンレッド）
▶対象 16〜35歳の人
▶定員・参加費 12人（先着順）
・無料
▶申込開始 2月14日㈬午後7時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

リフレッシュヨガ教室
▶期日
3回）
▶時間
▶会場
▶内容

3月16日㈮、23日㈮、30日㈮（全
午前10時〜11時
ヤングプラザ
心と体をリフレッシュするヨガ

を学ぶ
▶対象 18歳以上の人
▶定員・参加費 16人（先着順）
・無料
▶申込開始 2月16日㈮午前10時
▶申込・問合先 ヤングプラザ

子ども抹茶体験教室
▶期日 3月17日㈯
▶時間 午前10時〜正午
▶会場 ヤングプラザ
▶内容 抹茶のいただき方やお辞儀の仕
方などを学ぶ
▶対象・定員 小学生・12人（先着順）
▶参加費 300円（材料代）
▶申込開始 2月17日㈯午前9時30分
▶申込・問合先 ヤングプラザ

スポーツ体験会
▶期日 3月24日㈯、27日㈫、28日㈬（全
3回）
▶時間 午前10時〜11時30分
▶会場 スポーツ・レクリエーション広
場、長柄小学校体育館など
▶内容 さまざまなスポーツの体験
▶対象 町内の小学1~5年生
▶参加費 300円（保険代など）
▶申込開始 3月10日㈯午前10時
▶申込・問合先 町民体育館

▶会場 町立図書館
▶講師 大塚孝士さん（邑楽町文化財保護
調査委員、元邑楽町役場生涯学習課長）
▶演題 町に歴史あり−みんなで繋ごう
邑楽の記憶−
▶対象 どなたでも
▶定員・参加費 70人・無料
▶申込・問合先 町立図書館

読み聞かせ講演会
▶期日 3月18日㈰
▶時間 午後2時~3時（1時30分開場）
▶会場 町立図書館
▶出演 サトシン（絵本作家）
▶演題 お話で心に寄り添う
▶内容 絵本の読み聞かせ、おてて絵本
▶対象 どなたでも
▶定員・参加費 70人（先着順）
・無料
▶申込開始 2月18日㈰午前9時
▶申込・問合先 町立図書館

展示会

邑楽町伝統芸能フェスティバル展
▶期間 2月14日㈬~25日㈰
▶会場 町立図書館
▶問合先 邑楽町公民館
邑彩会展
▶期間 2月16日㈮~18日㈰午後4時
▶会場・問合先 邑楽町公民館
図書館活動講演会
スケッチを楽しむ会 作品展
▶期日 2月17日㈯
▶期間 3月2日㈮午後3時~11日㈰
▶時間 午後2時~3時30分（1時30分開場） ▶会場・問合先 町立図書館

ジュニアリーダー養成研修
邑楽町公民館では、邑楽町レクリエーション・リーダーズ
クラブ（ORLC）を中心に、ジュニアリーダー養成研修を
実施します。野外体験、レクリエーションなどを通して
ジュニアリーダーとしての技術や知識を習得することが
できます。
▶期日：事前研修 3月17日㈯午前9時~午後4時
：本研修 3月24日㈯、25日㈰（1泊2日）
▶会場：事前研修 邑楽町公民館
：本研修 横浜市少年自然の家赤城林間学園
▶対象 町内の中学生
▶定員 15人（先着順）
▶参加費 3,000円（食料費など）
▶申込期間 2月17日㈯午前10時~3月3日㈯午後5時
▶申込・問合先 邑楽町公民館

ORLCが主催するジュニアリーダーキャンプ（昨年の様子）

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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