
　侍浜小学校では、学校支援ボランティアの受け入れをしていま

す。図書ボランティア「みどりの会」のみなさんは、日頃から集

まり、侍浜小学校の図書館の装飾を行うなど積極的に活動されて

います。

　１１月２５日（金）久慈地区合同庁舎で開催された「管内読書ボラ

ンティア等研修会」の活動発表では、「みどりの会」が、段ボール

によるブックスタンドの作り方を披露しました。ブックスタンド

にはクリスマスツリーの装飾をし、とてもかわいらしくできあがっ

ていました。実用的で、図書室の装飾に役立てることもできる作

品に、参加者のみなさんはとても感心している様子でした。
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　「学校支援地域本部事業」とは、小学校または中学校区を単位に配置された地域コーディネー

ターが、学校、地域双方の希望を聞いて、両者を有機的に結びつけ、地域の大人がボランティア

として学校を支援する仕組みを定着させていこうとするものです。

　久慈市教育委員会では、「図書の整理や植木の手入れ、農業体験など、学校活動のお手伝いを

してほしい」という学校と、保護者や地域のボランティアの方々を、地域コーディネーターがつ

なぎ、地域みんなで子育てしていく活動を行っています。

地域とともにある学校！みんなで育てる子ども！

　大川目小学校では、冬休みに子どもた

ちが自主的に学校に来て、長期休暇中の課

題や自主学習に取り組む「ぐんぐん教室」

が行われました。１２月２６日（月）は、地

域コーディネーターの働き掛けで、高校生

ボランティアのサポーターが２名参加し、

子どもたちに寄り添って勉強の見守りを

しました。家ではなかなか集中して勉強で

きない子どもたちも、ボランティアのお姉

さんや友だちと一緒に楽しく宿題に取り

組んでいるようでした。

　慈光寺の高校生ボランティアグループ

「グリーンピース」に加入している２人は、

「子どもに勉強を教えてみたいと思って参

加しました。思うように教えられないので

難しいと思いました。」「子どもが好きなの

で、将来は保育士か、美容師になりたいで

す。大人になっても地元の行事に参加した

いです。」と話していました。

　当日は、児童と一緒に学校に来た保護者

の１人が、新入学の子どもたちを迎えるた

めの、壁面装飾作りのボランティア活動を

していました。カラフルな色画用紙を切り

ながら、色合わせを工夫していました。

←ボランティアの方が作った図書室
の看板。子どもたちにはおなじみの
「おおきなかぶ」の童話がモチーフ



　１月１０日に久慈中学校のタイム

カプセルが第１号で埋められまし

た。雪がちらつく中、宇部愛美さん

と塩倉悠靖さんは市民の森に目印の

場所を決めて埋めました。
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成人式実行委員の
皆さんで記念写真

　平成２８年度久慈市成人式が、１月８日（日）久慈市文化

会館で行われました。晴天に恵まれ、華やかに着飾った新

成人たちで埋め尽くされた式典前のエントランスでは、友

人同士、写真を撮ったり話し込んだり、久しぶりの再会を

楽しんでいました。

　式典では、久慈市長から新成人代表の宇部愛美さんと鈴

木紫歩さんへ『成人の証』授与が行われました。また、新

成人代表の塩倉悠靖さんと石橋由里奈さんの２人からの

『誓いのことば』は等身大の二十歳の言葉が印象的でした。

その後記念行事が行われ、恩師によるメッセージ映像が上

映されると、懐かしい顔に歓声が上がっていました。

　今年は、１０年後の自分あてのメッセージを送るという

催しが企画され、記念行事の中で成人式実行委員長の宇部

愛美さんから各中学校の代表にタイムカプセルが贈呈され

ました。各代表者へのインタービューでは、「看護師を目

指し国家試験に向けて勉強中です。」「久慈で働いているの

で、地元に貢献していきたい。」「今までは学生で親に支え

てもらう立場だったが、これからは親孝行をしていきた

い。」など抱負を話しました。

　最後にそれぞれの地区に分かれて全員の記念写真を撮

り、成人式は終了しました。会場のアンバーホールは、全

ての行事が終了しても、久しぶりの友だちとの再会に別れ

を惜しむ成人者の明るい声に包まれていました。

平成２８年度 久慈市成人式

～１０年後の自分へ～
タイムカプセルを
埋めました！

市民生涯学習のつどい＆久慈市民大会 開催日：２月１１日（土・祝）・１２日（日）
場所：久慈市文化会館（アンバーホール）

■ステージ発表　
　２月１１日（土・祝）
○実践発表…公民館等で活動する、市

民の皆さんによる個性豊かなステー

ジ。ダンスや楽器の演奏など盛りだ

くさんでお届けします。

■作品展示　
　２月１１日（土・祝）～１２日（日）
○学習成果発表…公民館の各講座

の受講生が創作した作品や、市

民サークルの作品を展示します。

○文化財展

○交通安全・防犯・環境衛生展

○明るい選挙啓発ポスター応募作

品展

■表彰・記念講演　
　２月１２日（日）
○久慈市長表彰

○久慈市防犯協会連合会長表彰

○久慈市衛生班連合会長表彰

○琥珀のまち生涯学習推進本部長表彰

○記念講演

生涯学習マスコット
マナビィ

【記念講演】
日時　２月１２日（日）１４：３０～１６：００
演題　住みたい、住み続けたい久慈をめざして
　　　～人口減少時代のまちづくりのヒント～
講師　藻谷浩介さん

去年のステージ
発表の様子

市民生涯学習のつどい＆久慈市民大会
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　１２月１４日（水）、中央公民館で「和のたしなみ

講座」の第５回「着付けと訪問マナー」が行われま

した。講師は高木豊希幸さん（※４ページ目のボラ

ンティアバンク講師紹介のページにも掲載している

方）です。

　まずは着物の着付けということで、今回は手軽に

できる浴衣を使い、着付けの基礎を学ぶほか、足袋

の履き方から帯の結び方まで、ゆっくりと丁寧に行

いました。

　訪問マナーでは、訪問先の玄関での履物の脱ぎ方

や襖の開閉の仕方、座布団の扱い方などを教わり、

まとめとしてお客様と迎える側に分かれての演習も

行いました。日本の文化の良さや奥深さに触れなが

ら楽しく学ぶことができ、とても和やかな講座とな

りました。

「２５年位ぶりに着物を着る機会が持てました。来てよ

かったです。」

「忘れかけていたマナーを思い出すことが出来ました。」

「着付けひとつとっても奥が深い。日本の文化の良さを

知ることが出来てよかったです。」

「今回の講座を習って、日本人なのに何も知らないこと

を自覚しました。大人になって、いまさらだけど学ぶ

ことが出来てよかったです。」

・・・・・・ 講師の高木さんのお話・・・・・・
　「さまざまな方の講師をさせていただくことで、

毎回、新鮮な気持ちになり発見があります。着物

を着ることは『習うより慣れろ』だと思いますの

で、何度でも繰り返し着てみてください。着物は

何十年たっても、体形が変わっても着られます。

　日本の民族衣装である着物とそのマナーを学

び、日本人であることを意識してほしいです。」

★参加者の感想★

思い出しながらの
着付けのおさらい

お客様と主人に
分かれて…

　講師
↓高木豊希幸さん

和のたしなみ講座 親子ｄｅハッピー♪クリスマス

　１２月２３日（金・祝）久慈市立中央公民館で、久慈市

内の小学生と保護者を対象としたクリスマスイベント

を、高校生ボランティアが中心となって行いました。

　内容は、クリスマスやお正月で思いつくキーワードの

ビンゴゲームや、クイズを解きその答え（数字）のトラ

ンプを館内から見つけ出すゲーム、イルミネーション

で飾られたフロアでの謎解きゲームなどで、大人でも

ちょっと頭をひねる問題に、親子でチャレンジしていま

した。各ゲームをクリアし、ビーズやモールなどの素材

を集めたら、最後に松ぼっくりツリーを親子で完成させ

ました。

　参加した子どもは「トランプを探すとき、いすの下な

ど色んなところにあって宝探しみたいで楽しかった」と

話していました。

電気を消した室内で、イ
ルミネーションがキラキ
ラと輝きます

ゲームの答えを探しに、公
民館中を歩き回りました

ゲームクリアでもら
った素材で、まつぼ
っくりのミニクリス
マスツリー作り

サンタのお姉さんは
子どもたちのお手伝い

最後にみんなで
記念写真を撮り
ました



【日 　 　 時】	 平成２９年２月１２日（日）１０：００～１５：００　

【会 　 　 場】	 山形町小国	「内間木洞」

【参 加 対 象】	小学生以上の方。参加料は無料です。（小学校低学年の

場合は保護者の方が同伴してください）

【受 付 時 間】	 １０：００～１４：００（現地での受付となります。）

【服装・持ち物】	 汚れてもよい温かい服装・長靴・軍手・懐中電灯	等

※各バスとも乗車人数に限りがありますので先着順とさせていただき

ます。（下記問合せ先までお申し込みください。）

その他：◇氷筍は自然が作るものです。気候等によりご覧できない場合

もありますのでご了承下さい。◇現地の駐車場が狭いため、なるべく乗り

合わせか送迎バスをご利用下

さい。◇参加者の万が一の事

故には「公民館総合補償制度」

の範囲内で補償があります。

４

　久慈市では、市民ボランティアの講師が、久慈市のグ

ループ、団体の皆さまに、料理や手芸、踊り、体操など、

さまざまなジャンルの講座を行っています。子どもから

お年寄りまで年齢を問わず受講できるものがたくさんあ

ります。

★お気軽にご利用ください。

【お問い合わせ・申込み】
久慈市教育委員会生涯学習課（市役所３階）ＴＥＬ ５２－２１５６

　チラシ、申込書は、各公民館・図書館、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

　草月流では、教科書があります

ので、それに沿って進みますが、

基礎になる花型法を大事にしなが

ら、目的とするものは、

・場所に合わせる

・その時の行事にあわせる

・どんな生活の場にも生けられる

など気軽に取り組めるようなおけ

いこをしております。

対象者：

小学生～中学生

（山口晴汀）

子ども いけばな 教室
　日本の民族衣装である「きもの」

について、現代の形になるまでの歴

史を知ると、きものの形で時代がわ

かります。現代のきものについては、

洋服との違い、部位の名称だったり、

種類や格を比べてみると、きものの

良さが見えてきます。

「きもの」を知ってみ

ませんか？

対象者：

小学生から大人

（高木豊希幸）

日本の民族衣装「きもの」
　園児から高齢者の皆さまにお茶の

体験をしていただいております。最

初はお菓子お抹茶の頂き方を楽しみ

ながら、経験していただきます。中

には正座が無理という方もいますの

で、そのような方には和室ではなく、

机といすを使用しての茶会となりま

す。季節の和菓子と抹茶で、日本の

四季を感じ、「お茶って楽しい」と

思っていただけるように、楽しみな

がら体験してほしい

と思っております。

（佐藤宗枝）

茶　道

市民講座のご紹介（ボランティアバンク）

　ボランティアバンクでは、講師の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。市役所にご用の際に、お気軽にお立ち寄りください。

ボランティアバンク講師
新規登録者募集中！

　放送大学では、平成２９年度第１学期（４

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

トを利用して行う通信制の大学です。

　心理・教育・福祉・経済・歴史・文学・情

報・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２月２８日

まで、２回目は３月２０日まで。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（ＴＥＬ：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）

２月１７日（金）１３：３０～１５：００

会場　二戸市立図書館

●オープンキャンパス（予約不要）

２月　４日（土）１０：００～１１：３０

３月１０日（金）１０：００～１１：３０

会場　放送大学岩手学習センター

「いつでも、どこでも、誰でも学べる」

放送大学４月生募集のお知らせ

平成２８年度山形公民館環境保護事業

内間木洞氷筍観察会
～氷筍とは、厳冬期に岩肌から滴る一滴一滴が、瞬時に凍りつき、

長い筍（たけのこ）のように成長する現象です～

送迎バス 各庁舎　発 内間木洞　発

①おらほーる　発着 ９：１５ １２：００

②久慈市役所　発着 ９：００ １２：００

【お問い合わせ（送迎バス申し込み）先】
久慈市立山形公民館（おらほーる）

ＴＥＬ ０１９４－７２－３７１１


