
（夏井町ＰＧＣ） 

◎活動日：月 1 回 第 1 木曜日 

◎時間：9:30～15:00 

◎場所：おおのパークゴルフ場 

◎事務局：水堀 昭雄さん

(52-1905) 
☆健康増進のために、楽しくプレーしています。  
☆現地集合・解散で、体力や予定にあわせて参加でき
ます。  
☆平庭などのゴルフ場での活動も計画しています。  
☆チーム編成をしますので、会員登録者で当日参加で
きない方は、前日までに事務局へご連絡をお願いしま
す。  
【次回】6 月 1 日(木)／おおの P 
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囲碁ボール交流会を開催します！ 

 健康マージャンとは、きちんとした挨拶から始まり、負けても怒らない。ゲーム本来のお

もしろさを追求したマージャンのことです。初めての方も女性の方も大歓迎です。  

 ぜひ、体験してみませんか？頭と指先を使って若さを保ちましょう。   健康マージャンとは、きちんとした挨拶から始まり、負けても怒らない。ゲーム本来のお
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もしろさを追求したマージャンのことです。初めての方も女性の方も大歓迎です。  

 ぜひ、体験してみませんか？頭と指先を使って若さを保ちましょう。  

かぼちゃコンクールの開催にあわせ、11/4（日）11:00～13:00 に一日
市場（いちにちいちば）を開催します。川代交流館に隣接する農村公園

を区画します。（雨天時は、川代交流館ホールにて実施）  

一日市場は、ふるさと未来づくり事業「１班つどいグループ」の企画です。  

＊出店者募集！！＊ 

農林水産物や漬物などの加工品、手作りの小物などを
一日市場で販売してみませんか？  
【出店の条件】  

・夏井町民の方、または夏井町内で生産されたもの  

・軽バスなどでの販売可。テントなどの必要な備品は、出店者が準備する。  

・お試し開催であることから、出店料金は無料とします。  

※要綱や申し込み用紙は、夏井市民センターに備え付けます。  

 申し込み締め切り  平成 30 年９月 27 日（木）  

その他、「きき米コーナー」や「もちのお振舞」など計画中。詳しく決まりま

したら、くじ広報やセンターだよりなどでお知らせします。  

 

６月に配布したジャンボかぼちゃは、すくすくと生長していますか？  

夏井地区ふるさと未来づくり事業で検討されている「夏井町全域でのかぼちゃコンクール」の実

現に向け、今年は総練習（プレ・イベント）として、かぼちゃの栽培を呼びかけてきました。来年

の 20 回を記念するかぼちゃコンクールへ向けて、小さい実でもよいので参加してみてはいかがで

しょう？  

かぼちゃコンクール 
日時  平成 30 年 11 月  ４ 日（日）  ※かぼちゃの展示は 11:00～  

表彰式  12:00（予定）  

場所  川代交流館  

主催  川代地区振興会  
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小久慈市民センターが主催する高齢者事業『悠々くら部』の皆さんと囲碁ボー

ルでスポーツ交流します。囲碁ボールは、碁盤に見立てた人工芝の専用マットを

用い、白黒のボールをゲートボール用のものと同じ形状のスティックで打ち、五

目並べを行うニュースポーツです。夏井囲碁ボール愛好会の皆さんがルールを教

えてくださいますので、どなたでも安心して参加できます。  

＊参加者募集！！＊ 

日  時  平成 30 年 9 月  26 日（水）14：00～16：00 

場  所  夏井市民センター  多目的ホール  

持ち物  室内用ズック、飲み物など  

主  催  小久慈市民センター・小久慈老人クラブ連合会  

夏井市民センター  

 協  力  夏井囲碁ボール愛好会  

 申し込みは、９月 14 日（金）までに、夏井市民センターへ  

 

コスモス園祭りでは、夏井保
育園、夏井小学校、夏井中学校
や地域団体による芸能発表やお
楽しみ付き餅まき大会などのイ
ベントを行います。ぜひ、お越
しください！ 
日時 ９月３０日（日） 
   9:00～12:00 

（餅まき 11:30 頃） 
場所 コスモス園 

コスモスの家 
ステージ出演者、お手伝いしてくれ

る方を募集します。 
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夏井町民盆踊り大会の様子です。 
8/19（日）に開催された盆踊り大会では、 150

人以上の方々が踊りの輪に入り、総勢 200 人程が

参加しました。８月に４回開催された『夏井盆踊

太鼓教室』で、初めて太鼓を叩いた皆さんもしっ

かりと合わせて叩けるようになり、昨年に同講座

で習得した中学生も一緒に参加し、盛り上げてく

れました。たくさんのご参加ありがとうございま

した。 

第２回予告 
パークゴルフ大会 

 

夏井市民センター 電話番号 53-2581 ファックス 52-2125 

伝統芸能に触れる 
いつまでも残したい風景がここにあります。 

市民バスに乗ります。
満席になりました。  

お金は料金の箱へ。運転手さんが教
えてくれました。  

大芦しゃくし舞い体験の様子です。 
8/8（水）に川代交流館にて、夏井自然塾『市民バス

に乗ってでかけよう』に参加した児童・生徒 13 名が大

芦しゃくし舞いの振り付けや口上を学び、笛・太鼓・

カネを実際に手にとり、最後にはみんなで合わせて発

表しました。 

大芦杓子舞保存会、ふれあいサロンかわだい心笑会

の皆さんのご協力により、演舞や工房を見学し、一緒

におやつを食べて交流しました。楽しい時間と貴重な

機会をありがとうございました。 

工房  

しゃくし、  
いくらかね？  

夏中ヤンボラ部
のわたあめ  

練 習 の 成 果 が
でましたね！  


