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■開館時間　9:00～22:00
　※貸館の受付は平日 9:00～17:00

■休館日　毎週月曜日（貸館受付はしています。）
　　　　　祝日、年末年始（12月29日～１月３日）

　６月～８月、市内在住の郷土史家「弥藤邦義」氏に

講師を務めていただき、久慈市宇部町出身の偉人「小

田為綱」の没後 120周年記念講座を実施しました。

　「小田為綱」は教育者、政治家、思想家など、多種

に優れた才覚で激動の明治時代を駆け抜けました。の

ちに衆議院議員になり 63 歳で生涯を閉じるまでの生

涯や時代背景を学びました。また、関連資料を展示し

ている市の民俗資料室、「小田為綱生誕之地」碑、銀

杏の木、代官所跡、小倉山神社などを見学しました。

参加者の皆様からとても好評でした。

郷土の歴史
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郷土の歴史

激動の明治時代と小田為綱 ～没後120周年記念講座～

　久慈小と久慈湊小の児童を対象に、放課後の図工室

などを利用して、工作やスポーツなどの活動を行って

います。６月の工作「はねるカエル」では、牛乳パッ

クと輪ゴムを使った仕掛け工作を作成しました。ゴム

の力で高く飛び上がる様子に大はしゃぎ！７月の工作

では「ストローヘリコプター」を作成、プロペラ部分

にカラフルな模様を描いた後、クルクル回転しながら

落ちる羽根の角度を何度も調整して、落ちる速さや回

転の速さの変化を楽しんでいました。

　今後も子どもたちが安全に楽しんで取り組めるプロ

グラムをお届けします。

　７月22日にふるさと体験学習協会の皆さんにご指導
いただき、山形町小国の内間木渓流でシャワークライ
ミング（沢登り）を実施しました。ヘルメットとライ
フジャケットを装着して下流から上流へ探検！険しい
４本の滝登りや深い滝つぼへのジャンプも挑戦するな
ど、みんなで大自然を思いっきり満喫しました。

キッズ ★ ワンダラーズキッズ ★ ワンダラーズ

シャワークライミング体験シャワークライミング体験

　８月６日～７日、中心市街地を会場に開催された

『ヤマセあきんど祭り』に参加しました。新型コロナ

ウイルスの影響でみなさん大変な中、少しでも地元

を元気にしたいという思いで久慈高校、久慈東高校

の 27 名の生徒が「かき氷屋台」「お菓子のつかみ取

り」の２つのイベントを実施しました。

　とても暑い日だったこともあり、かき氷は予想以

上の売上で大好評！駄菓子のつかみ取りもたくさん

子どもたちがチャレンジし、「いっぱいつかめた！」

とはしゃぐ様子がみられました。

ヤングボランティア ＳＥＥDヤングボランティア ＳＥＥD
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【お問い合わせ】　久慈市中央市民センター　☎0194-53-4606

　７月24日に青森県立種差少年自然の家で日帰りのキャ
ンプを実施しました。カレーライスづくりでは、慣れ
ない火おこしやハンゴーでの炊飯に苦戦しながらも、
みんなで力を合わせて美味しくつくることができまし
た。午後は種差海岸でトレイルウォーク、海岸沿いの
綺麗な景色を楽しみながら最後まで歩き切りました。

体験を通して、仲間との交流を深めながら生きる力を育むとともに、
子どもたちの健全な成長を促し、久慈市を担う青少年を育成すること
を目的として、市内の小学生向けに様々な事業を実施。中学生・高校
生のボランティアメンバーも活動を一緒にサポートしています。

サマーキャンプサマーキャンプ



※各事業の予定日時は10月８日（金）時点のものです。
　今後の新型コロナウイルス感染拡大状況等により、変更（延期又は中止）する場合があります。

◆定員を超えた場合には、申し込み順ではなく抽選で参加者を決定します。
◆お申し込みの際は、下記事項をお知らせください。

お申し込み・お問い合わせ

久慈市中央市民センター
ＴＥＬ：５３ - ４６０６
ＦＡＸ：５２ - ７０５７

①住所　②氏名　③年齢　④日中連絡がつく電話番号　⑤受講したい講座

  ※第２回は８月31日（火）実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により残念ながら中止しました。

くじ太極拳サークルくじ太極拳サークル 手編みサークル手編みサークル 久慈俳句会久慈俳句会押し花・里の花クラブ押し花・里の花クラブ社交ダンスグループ社交ダンスグループ

　去る５月26日（水）、「丸い地球の暮らし方 2021」の第１回全体学習会を

開催しました。講演会は、久慈市消費生活センターの 國丹　陽子 さんを

お招きし、「手口を知って、かしこい消費者になろう」をテーマに、消費

者トラブルの実例や、クーリングオフの仕組み、インターネットやＳＮＳ

などによる最近の架空請求の例や対処法などをＰＯＰなどを使いながら分

かりやすく教えていただき、大変参考になりました。また、サークルの成果発表会では、ステージ部門は “く

じ太極拳サークル” さん、“社交ダンスグループ” さんに華麗な演技を披露していただきました。展示部門で

は、“押し花・里の花クラブ” さん、“手編みサークル” さん、“久慈俳句会” さんの３団体が、丹精込めて作成

した数々の素敵な作品を出展していただき、参加者の目を楽しませてくれました。

丸い地球の暮らし方 2021 前期事業報告丸い地球の暮らし方 2021 前期事業報告

丸い地球の暮らし方 2021 後期事業について丸い地球の暮らし方 2021 後期事業について

★第１回全体学習会　講演会・成果発表会★★第１回全体学習会　講演会・成果発表会★

《後期全体学習会》

《後期コース別学習》

◆第３回◆　10/21（木）13：30 ～　大集会室
講演会内容：久慈市を襲った災害と防災の取り組み
講師：久慈市消防防災課 防災係長 勝田 一志 氏
サークル活動成果発表会：８サークルを予定

日　時：11/6、13、20、27
　　　　土曜日   13:30～15:30
定　員：10名　参加料：無料

協力：太極拳つるの会
募集締切：10/29（金）

協力：フラワーアレンジメントサークルいわて
募集締切：10/21（木）

※募集締切はコースごとに異なります。また、定員に満たない場合、募集期間後も募集を継続する場合があります。

太極拳Ⅱコース

◆第４回◆　12/17（金）13：30 ～　大集会室
講演会内容：久慈市の介護支援策について（仮題）
講師：久慈市地域包括支援センター職員
サークル活動成果発表会：８サークルを予定

入場無料♪

お申込み不要♪

後期のコース別学習参加者を募集します。

ぜひお気軽にお申込みください！

テーマ：新しい生活様式で安心安全なライフワークを！

日　時：11/17、12/8、1/12
　　　　水曜日   13:30～15:30
定員：５名　参加料：300円/1回

協力：押し花・里の花クラブ
募集締切：10/29（金）押 し 花 コース

日　時：10/27、11/10、24、12/8
　　　　水曜日   10:30～12:00
定　員：５名　参加料：無料

協力：書道サークル「夢塾」
募集締切：10/22（金）書　道　コ ー ス

日　時：11/12、12/10、1/14
　　　　金曜日   9:00～14:00
定員：３名　参加料：1,000円/1回

協力：ベジフルクラブ
募集締切：10/29（金）料　理　コ ー ス

日　時：10/27、11/10、17、24
　　　　水曜日   10:00～12:00
定　員：５名　参加料：300円

協力：健康体操たんぽぽの会
募集締切：10/22（金）健康体操コース

日　時：10/26、11/2、9、16
　　　　火曜日   10:30～12:00
定員：５名　参加料：2,000円/1回

フラワーアレンジメントコース

Ｑ.丸い地球の暮らし方の目的は？

Ａ.幅広い学習の場の提供と地域住民の交流を図ることで

暮らしやすい地域社会をつくることを目的としています。

暮らしの身近な題材などについて学ぶ「講演会」、センター

利用者などが講師となり、新たな学びと仲間づくりのきっ

かけをつくる「コース別学習」、センターでの活動成果を

発表する「活動成果発表会」の３つを実施しています。

Ｑ.「丸い地球の暮らし方」の名前の由来は？

Ａ.「地球的な視野で地域の足元を見つめた地道

なまちづくりのため、参画意識を持ったコミュ

ニティづくりを目指すこと」、を目的に平成15

年から実施しています。その前は「生き生き学

園」という名前でしたが、対象年齢や学習内容

の幅を大きく拡大しました。

募集内容は次ページ。

後期も参加者大募集！

【募集期間】 10 月 15 日（金）～ 29 日（金） 【受付時間】  平日 9 時 ～ 17時

　折り紙で壁飾り・麻生地でフ

ラワーバスケットを作ってみま

せんか？初めてでも楽しく制作

できますので、ぜひ参加して、

自分の作品でお部屋をきれいに

飾ってみましょう！

日時：11/18・25（木）13:30～15:30　定員：10名
参加費：1,000円   持ち物：はさみ、ラジオペンチ（あれば）

◆ 手作りアート教室 ◆
　クラフトバンド（紙テー

プ）で『バッグ』を作成しま

す。初心者の方もかごの形を

整えやすい方法で、ゆっくり

と作成します。安心してご参

加ください。

日時：11/27・12/4・11（土）10:00～12:00
定員：女性10名　参加費：1,000円（予定）

◆ クラフトバンド講座 ◆

　今年世界遺産登録に決定された一戸町の「御所野遺

跡」を一緒に見学しませんか？興味がある方や、歴史

好きの仲間を見つけたい方はぜひお気軽にお申込みく

ださい！当日は市役所に集合してバスで移動します。

日　時：11/13（土）8:15～12:15（移動時間含む）
定　員：20名程度（小学３年生以下は要保護者同伴）
参加費：大人500円前後（※）、高校生以下無料
※入館料300円、高速料金(九戸～一戸往復2,020円)人数割

◆ 世界遺産登録決定！御所野遺跡見学 ◆
　興味があること、学んでみたいことなど、皆さまの

リクエストについて講師を派遣します。挑戦してみた

いことがあるけど今まで機会が無かったという方は、

是非ご活用ください！なお、この講座の募集には締め

切りはございません。お気軽にご連絡ください！

※お申し込みは個人ではなく団体（町内会やサロン活
動などの単位）でお申し込みをお願いします。

※ご連絡の際は、希望する内容、実施を希望する時期
及び場所、担当者名とご連絡先、をお伝えください。

◆ 地域活動支援事業「リクエスト自主企画講座」 ◆
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定員：女性10名　参加費：1,000円（予定）

◆ クラフトバンド講座 ◆

　今年世界遺産登録に決定された一戸町の「御所野遺

跡」を一緒に見学しませんか？興味がある方や、歴史

好きの仲間を見つけたい方はぜひお気軽にお申込みく

ださい！当日は市役所に集合してバスで移動します。

日　時：11/13（土）8:15～12:15（移動時間含む）
定　員：20名程度（小学３年生以下は要保護者同伴）
参加費：大人500円前後（※）、高校生以下無料
※入館料300円、高速料金(九戸～一戸往復2,020円)人数割

◆ 世界遺産登録決定！御所野遺跡見学 ◆
　興味があること、学んでみたいことなど、皆さまの

リクエストについて講師を派遣します。挑戦してみた

いことがあるけど今まで機会が無かったという方は、

是非ご活用ください！なお、この講座の募集には締め

切りはございません。お気軽にご連絡ください！

※お申し込みは個人ではなく団体（町内会やサロン活
動などの単位）でお申し込みをお願いします。

※ご連絡の際は、希望する内容、実施を希望する時期
及び場所、担当者名とご連絡先、をお伝えください。

◆ 地域活動支援事業「リクエスト自主企画講座」 ◆
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■開館時間　9:00～22:00
　※貸館の受付は平日 9:00～17:00

■休館日　毎週月曜日（貸館受付はしています。）
　　　　　祝日、年末年始（12月29日～１月３日）

　６月～８月、市内在住の郷土史家「弥藤邦義」氏に

講師を務めていただき、久慈市宇部町出身の偉人「小

田為綱」の没後 120周年記念講座を実施しました。

　「小田為綱」は教育者、政治家、思想家など、多種

に優れた才覚で激動の明治時代を駆け抜けました。の

ちに衆議院議員になり 63 歳で生涯を閉じるまでの生

涯や時代背景を学びました。また、関連資料を展示し

ている市の民俗資料室、「小田為綱生誕之地」碑、銀

杏の木、代官所跡、小倉山神社などを見学しました。

参加者の皆様からとても好評でした。

郷土の歴史

激動の明治時代と小田為綱 ～没後120周年記念講座～
郷土の歴史

激動の明治時代と小田為綱 ～没後120周年記念講座～

　久慈小と久慈湊小の児童を対象に、放課後の図工室

などを利用して、工作やスポーツなどの活動を行って

います。６月の工作「はねるカエル」では、牛乳パッ

クと輪ゴムを使った仕掛け工作を作成しました。ゴム

の力で高く飛び上がる様子に大はしゃぎ！７月の工作

では「ストローヘリコプター」を作成、プロペラ部分

にカラフルな模様を描いた後、クルクル回転しながら

落ちる羽根の角度を何度も調整して、落ちる速さや回

転の速さの変化を楽しんでいました。

　今後も子どもたちが安全に楽しんで取り組めるプロ

グラムをお届けします。

　７月22日にふるさと体験学習協会の皆さんにご指導
いただき、山形町小国の内間木渓流でシャワークライ
ミング（沢登り）を実施しました。ヘルメットとライ
フジャケットを装着して下流から上流へ探検！険しい
４本の滝登りや深い滝つぼへのジャンプも挑戦するな
ど、みんなで大自然を思いっきり満喫しました。

キッズ ★ ワンダラーズキッズ ★ ワンダラーズ

シャワークライミング体験シャワークライミング体験

　８月６日～７日、中心市街地を会場に開催された

『ヤマセあきんど祭り』に参加しました。新型コロナ

ウイルスの影響でみなさん大変な中、少しでも地元

を元気にしたいという思いで久慈高校、久慈東高校

の 27 名の生徒が「かき氷屋台」「お菓子のつかみ取

り」の２つのイベントを実施しました。

　とても暑い日だったこともあり、かき氷は予想以

上の売上で大好評！駄菓子のつかみ取りもたくさん

子どもたちがチャレンジし、「いっぱいつかめた！」

とはしゃぐ様子がみられました。

ヤングボランティア ＳＥＥDヤングボランティア ＳＥＥD

１０ １５
令和３年
（２０２１年）

【お問い合わせ】　久慈市中央市民センター　☎0194-53-4606

　７月24日に青森県立種差少年自然の家で日帰りのキャ
ンプを実施しました。カレーライスづくりでは、慣れ
ない火おこしやハンゴーでの炊飯に苦戦しながらも、
みんなで力を合わせて美味しくつくることができまし
た。午後は種差海岸でトレイルウォーク、海岸沿いの
綺麗な景色を楽しみながら最後まで歩き切りました。

体験を通して、仲間との交流を深めながら生きる力を育むとともに、
子どもたちの健全な成長を促し、久慈市を担う青少年を育成すること
を目的として、市内の小学生向けに様々な事業を実施。中学生・高校
生のボランティアメンバーも活動を一緒にサポートしています。

サマーキャンプサマーキャンプ




