
　麓では地域の方々のご厚意でお餅つきがおこなわれ、

飲み物ときなこもちが振る舞われました。また、参加記

念として、地元産の竹を使用した手作りの「竹の杖」を

参加者全員に配布し、とても喜ばれました。

　小倉山は標高 514 ｍという小さな山ですが、宇部体育

協会の方の話では、１週間前に登山道整備をした時には

快晴で、頂上から野田湾を、下りのコースからは久慈市

内を見渡せたとのことで、今年初めて参加した小学生は

「来年も参加して海を見たい！」と話していました。
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　５月１日（日）、宇部町恒例の「小倉山登山」（宇部町

体育協会主催・宇部公民館共催）が行われました。宇部

町以外の方も含め昨年度を上回る 68 名の参加となりま

した。

　天気はあいにくの小雨でしたが、登山口脇の神社の境

内で安全祈願をしたあと準備運動をして出発しました。

　登山道は、秋に落ちた枯葉がじゅうたんのように地面

を覆い、足裏にふんわりとやわらかいのですが、枯葉の

下にはところどころ濡れた岩があり滑るため、途中の急

斜面ではロープを伝いながら歩きました。

　頂上では、雨が上がらず景色を一望することはできま

せんでしたが、おやつを食べ、記念撮影のあと下山しま

した。

～第15回 宇部町民小倉山登山～
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友だちと 家族と みんなで山登り♪

第３班

雨だけど
がんばるぞ！

おもち楽しみ！

第２班

第１班
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　久慈市では、放課後の子どもたちの安全で安心な活動を、

地域の方々の協力を得て実施しています。

　宿題や読み聞かせ、スポーツ、創作活動、昔遊びなど、

子どもたちが地域の方々、同級生や異学年の子どもたちと

楽しく安全に、様々な体験ができる機会を提供しています。

早寝　早起き

あさごはん

家族のルールを

決めよう

「おはよう」

「いってきます」など

あいさつをちゃんと

しよう
親子で

学校や友だちの

話をしよう

　学校支援地域本部事業とは、「子どもたちの

ためにできることをしたい！」そんな気持ちを

持っているボランティアの方と「こんなことを

手伝ってもらいたい」という市内各小中学校と

をつなぐ事業です。学校の花壇の植え替え、読

み聞かせ、登下校のパトロール、家庭科のお手

伝い、地域の伝統芸能の継承など子どもたちと

一緒の時間の中で、ボランティアの方の知識や

経験を伝えることが出来ます。地域の方と触れ

合うことで、子どもたちはさまざまな経験がで

き、あいさつや会話のしかたなどが自然と身に

付いていきます。手伝ってみたいと思われた方

は、お気軽に久慈市教育委員会生涯学習課（52-

2156）までお問い合わせください。

　久慈市教育委員会では、小中学生、乳幼児の

お子さんとその保護者を対象に、学校・子育て

支援センター等で子育て講座を開催しています。

　昨年は、小児科医、保健師、アナウンサー、

こどもの発達、食育、スマホなどの情報モラル、

親子遊びなど、さまざまな専門家の講師の方に

お話ししていただきました。

　いつも頑張っている、お父さん、お母さん、

学校などで子育て講座開催の際には、ぜひ参加

してみませんか。

　１時間ほどのお話を聞くことによって、これ

からの子育てのとき、子どもたちにより温かい

気持ちになれるヒントがあるかもしれません

よ。

中央公民館(53-4606)　 小久慈公民館(59-3051)　大川目公民館(55-3250)

侍浜公民館(58-2110)　 宇部公民館(56-2706)　　山根公民館(57-2055)

夏井公民館(53-2581)　 長内公民館(52-7400)　　山形公民館(72-3711)

【お問合せ】

久慈市教育委員会生涯学習課（52-2156）

ボランティア

放課後子ども教室

われら！地域の学校応援団！

できることからはじめてみよう！

親子で学ぶ・子育て講座

～地域で育もう！子どもの未来～

～みんなで支える学校  みんなで育てる子ども～ ～家庭はすべての教育の出発点～

募集中！

　「放課後子ども教室」は安全で安心な居場所とするため、各活動場所につき２

名以上の『サポーター』が参加児童を見守ります。サポーターは随時募集してい

ます。有償ボランティアであり、活動実績に応じた謝金をお支払いします。特別

な知識や能力など必要ありません。地域の子どもたちの見守りをしてみませんか。

誰が参加できるの？
市内在住の小学生を対象としています。

どこでやっているの？
久慈市内の各地区公民館や学校施設など

いつやっているの？
実 施 日：週１～３回程度

実施時間：午後３時～５時までの１～２時

間程度

費用はかかるの？
登録、参加ともに無料です。但し、材料費

などの実費相当額をいただくことがあります。
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中央公民館主催事業「丸い地球の暮らし方2016」

　久慈市立中央公民館主催で年４回行われている事業「丸い地球の暮ら

し方 2016」の第１回目として、５月 24 日（火）に「希望郷いわて国体」

の講演会とコースター作りが行われました。

　講演会には、公民館を利用している自主活動サークルのほかに、「広

報くじ」をみて申し込んだたくさんの方々が集まり、市国体推進課の下

山琢也課長の講演を聞きました。講演後、参加者は国体推進課職員のア

ドバイスを受けながら、コースター作りに挑戦。琥珀のかけらを接着剤

に混ぜて、地元産のアカマツ材のコースターに貼る作業に楽しそうに取

り組んでいました。出来上がったコースターは、参加記念品としてそれ

ぞれ１個持ち帰り、残りは久慈市を訪れる国体の選手・役員等に記念品

として贈られることになっています。

　市実行委員会では、花いっぱい運動、クリー

ンアップ運動など、さまざまな活動を行います。

みんなで参加して国体開催を盛り上げましょ

う！

　「丸い地球の暮らし方」は、講演会と発表会の２部

構成となっています。今年度は「みんなで進めるまち

づくり～一人ひとりができること」をテーマとして、

あと３回行います。

　２回目は８月 25 日にエフエム岩手ふるさと元気隊

久慈支局長　八重櫻伸一さんを講師に招き、「情報発

信からまちづくりへ」と題し開催する予定です。

　詳しくは久慈市立中央公民館（TEL５３－４６０６）

へお問い合わせください。

おらほーるで古楽器の解説を聞いて、翌日、

アンバーホールでのコンサートを聴いていた

だくと、より楽しめます！

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

アーティスト紹介コンサート

 　　　　　ラ 　　　　ムジカ　　　　  コッラーナ

La　Musica　Collana
古楽オーケストラ「ラ・ムジカ・コッラーナ」による

～灼熱のイタリアン・バロック～

日時：８月 28 日（日）
　　　１４：００開演（１３：３０開場）

会場：アンバーホール（小ホール）

料金：一般 1５００円　高校生以下 ８００円

　　全席指定・友の会割引あり・当日 ５００円増

「ラ ・ ムジカ ・ コッラーナ」 による

古楽レクチャーコンサート　　　

古楽とは？
様々な編成の古楽アンサンブルを楽しもう！

日時：８月 27 日（土）
　　　１５：３０開演（１５：００開場）

会場：おらほーる　　料金：無料（要整理券）

チェンバロ・テオルボなど、普段見ることの出来

ない楽器を近くで見るチャンス！

※おらほーるまでの無料送迎バスを運行します

　国体についての講演の後、公民館

を利用している自主活動サークル

「生命の貯蓄体操久慈地区普及会」

「社交ダンスグループ」の発表があ

りました。また、会場には「押し

花・里の花クラブ」「手編みサーク

ル」の作品が展示されていました。

アンバーホール・おらほーる イベント情報 【お問い合わせ】TEL５２－２７００

前日開催！
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　・・・と考えている久慈市民の皆さんへ。

久慈市では、右の３つの事業を行っています。

大人でも、子どもでも、「まなびたい！」という方なら誰で

も利用できます。婦人会、子ども会、学校の保護者会など、

どんなグループでもＯＫ。気の合う仲間とお申し込みくださ

い。

★久慈市に住んでいる方なら誰でも申し込みできます。

★開催場所については、公民館などを申請者ご自身で手配し

ていただくようお願いいたします。

★講師料は無料になりますが、材料費など実費等は自己負担

となります。

【チラシ・申込書について】

　チラシは各公民館・図書館、市役所３階教育委員会生涯学習課

にあります。また、久慈市ホームページからダウンロードできます。

HOME ＞ 市民のみなさまへ ＞ 教育・文化・スポーツ ＞ 生涯
学習 ＞ 平成28年度琥珀のまち生涯学習推進本部事業について

　放送大学では、平成28年度第２学期（10月入学）の

学生を募集しています。

　放送大学はテレビ、ラジオ、インターネットを利用

して授業を行う通信制の大学です。心理学・福祉・経

済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。

　出願期間について、第 １ 回目は 8/31まで、第２回は

9/20まで。資料を無料で差し上げています。お気軽に放

送大学岩手学習センター （☎019-653-7414） までご請求

ください。放送大学ホームページでも受け付けております。

●大学説明会（予約不要）

　８月２６日（金）

  13 時から14 時半　 会場：二戸市立図書館

●オープンキャンパス（予約不要）

　7/8（金）、７/9（土）、7/10（日）、8/14（日）、8/27（土）、9/4（日）

　各10時から11時半　会場：放送大学岩手学習センター

　たとえば…

　琥珀工芸　陶芸　パソコン

　お菓子作り　パン作り　料理

　廃油石けんの作り方

　ヨガ　ダンス　踊り　着物の着付け

　ちぎり絵　押し花　手芸　など

　たとえば…

　消費者センターってどんなところ？

　後期高齢者医療制度について

　健康な食生活について

　自然と遊ぼう！　

　叱らない子育て方法　など

親子で楽しむダンス

やスポーツの問い合

わせが多いです。指

導できる方ぜひ登録

お願いします！

　エアロビクスは、音楽に合わせて楽しく体を

動かして、シェイプアップ＆リフレッシュ！

　コンディショニングは、自分をいたわり、日々

の身体の調子を整えるためのやさしい運動です。

　一緒に楽しく体を動かしましょう。（播磨）

対象者 ： どなたでもＯＫ！

　ボランティアバンクでは、新規登録

者を随時募集しています。

　資格は問いません。何らかの特技が

あり、それを市民の皆さんに指導した

いという方なら、どなたでも登録でき

ます。有償ボランティアであり、活動

実績に応じた謝礼金をお支払いします。

【登録 ・ お問い合わせ】

久慈市生涯学習課（市役所３階）

ＴＥＬ５２- ２１５６

　　（ボランティアバンク・Ｈ28 新規登録♪）

　たとえば…

　体操　太極拳　絵画　ダンス　生け花　

　レクリエーション　介護予防運動　など

　【ボランティアバンク】
　趣味や実用など様々なテーマがあります。

市民ボランティアの講師がお伺いして指導

します。

　【まちづくり直送便】
　行政のしくみやまちづくりなど、市の

行っている仕事について、市の職員が講師

となり皆さんのもとへ出向きます。

　【サークル出前講座】
　市民サークル（団体）がその活動を支援

します。グループ同士の交流ができます。

●子ども会の行事で、 いつもと違うことがしてみたい！

●みんなで気軽に習い事をしてみたい！

●生活に身近な行政について知りたい！

★申し込み、 お問い合わせは ・ ・ ・

琥珀のまち生涯学習推進本部

生涯学習課（市役所 3 階）　ＴＥＬ５２- ２１５６

グループで申し込もう！
久慈市　無料講座のご案内

放送大学　
１０月生募集のお知らせ

ボランティアバンク新規登録者募集中！
「エアロビクス・コンディショニング」

　ヨガ　ダンス　踊り　着物の着付け


