令和元年８月号

次回の「かふぇみなくる」は

９月９日（月）
9 時～なくなり次第終了
モーニングセット

２００円

歩かなくてもポイントもらえます

暑かったね、でも楽しかった夏まつり！
昨年同様、台風の襲来により一日順延しての開催となりましたが、多くの
方々に参加していただき、無事に終えることが出来ました。
今年もボランティアとして高校生(１名)・中学生(１４名)・小学生(９名)が
参加してくれました。中でも小学生ボランティア(キッズボランティア)のブ
ースが作られ活躍しました。
今年は、小学校３年生が総合学習の時間を使い太鼓の学習をしています。
発表の場として青龍のメンバーと一緒に太鼓を披露する時間もありました。
また家庭教育学級の風鈴が涼しい音色を奏で、幼児園の七夕かざりも会場を
彩り、盛りだくさんの夏まつりになりました。
釜戸公民館では、夏まつりに向けて踊りの練習をする「早起き会」(今年は
中切区)を行っていますが、地区の夏まつり（公文垣内・町屋）にも参加し、
踊りの練習をしました。

ダンボール迷路の
準備を手伝ってくれた中学
生ボランティア

賑わった
ダンボール迷路

フォークダンスも
踊りました

家庭教育学級の
風鈴！

コスプレで盛り上げた
お母さんたち

３年生と青龍のメンバー
「楽」の演奏

今年初！
キッズボランティア
魚釣りブース

早起き会（中切区）

町屋区夏まつり

公文垣内区夏まつり

お花好きな人のガーデニング（後期）
＊後期は蘭を使った寄せ植えや、お正月用の寄せ植えにも
挑戦します。
時：9/3・10/23(蘭の寄せ植え)・11/1
12 月(お正月寄せ植え) 全４回
◆講 師：小川正武さん
◆受講料：1,000 円
◆材料費：別途
◆定 員：１０名
◆申込み：８月２５日(日)まで 釜戸公民館☎63-2005

☆第４６回 釜戸町文化祭☆

◆日

【参加者募集】 ※申込み期限：９月２１日（土）まで
＊展示・出演・出店(フリーマーケット・手作り雑貨・飲食など)で
参加してくださる方を募集します。グループ、個人は問いません。
＊申込書が釜戸公民館に用意してありますので、必要事項を記入の
うえ提出して下さい。

☆釜戸小学校より「ハッピーメッセージ」のご協力のお願い☆
釜戸小学校では人権感覚を育むとともにあたたかい人間関係づくりをするための
一つの手立てとして、ハッピーメッセージ活動を行っています。
これは、児童が互いの良さを見つけ合ってメッセージに書き、
そのカードを掲示して紹介する活動です。この活動を地域の皆
様にもご協力いただきたく、釜戸公民館にメッセージポストを
配置させていただきました。皆様のご協力をよろしくお願いい
たします。
（例）あいさつのこと・ボランティア活動・地域の活動や行事
について 等

自然ふれあい館からのお知らせ

『＃いいかも釜戸 2019』実施中‼
今、流行りのインスタグラムを使って、
釜戸町の魅力を発信しよう！
応募テーマは、釜戸町内の魅力ある風景やイベントの
様子など。優秀作品投稿者には豪華賞品を進呈します！
＊応募期間：８月１日～12 月 31 日
＊賞
品：最優秀賞…JCB ギフト券(３万円分)
優 秀 賞…瑞浪市特産品(５千円相当)
※詳しくは、市広報誌(８月１日号)折込の専用チラシを
ご覧ください。

＊問合せ・申込み 瑞浪市自然ふれあい館 ☎63-0015

「ノルディックウォーキングで竜吟湖周辺を歩いてみよう』

『里山保全用草刈機エンジン整備教室』（№２）

【内

◆草刈機の整備・点検の方法などを学びます。
【日 時】９月 1４日（土） 9:30～11:30
【場 所】ドラゴン広場駐車場
【参加費】無料（修理用部品別途）
【持ち物】草刈機・工具（プラスドライバー）
【講 師】牧野 敏 氏（釜戸在住）
【対 象】一般（定員１０名）
【締切り】９月１１日（水）

容】ポールの持ち方、歩き方等の基本動作から
お教え致します。
※貸し出し用のポールは 20 組用意致します。
ポールをお持ちの方は持参して下さい。
【日 時】９月 1２日（木） 9:30～11:30
【場 所】竜吟湖駐車場
【参加費】無料
【対 象】一般（定員２０名）
【締切り】９月１０日（火）

うたごえ喫茶「花の木」
＊今回は「めだかの会」さん指導です。
事前の申し込みは必要ありませんので
気軽にお越し下さい。

９月５日（木） 10:00～
【参加費】３００円＊お菓子・飲み物付き
【指導者】めだかの会

第２回かまどフォークジャンボリー

７月１７(水)、小学校２年生の子供たちとこねこね
倶楽部の皆さんでピザを作りました。
学校で育てた野菜を使い、野菜を切ったりピザの生地を広げたり
してマイピザを作って食べました。

～歌と共に人生は流れる～
フォークソングからポピュラーまで、地元フォークグループ
のほか市内の音楽好きな仲間が集う年に一度のフォークの祭典！
観覧無料です。皆さんもご一緒に歌いませんか。
屋台も出ます。
＊開催日：９月２２日(日)
＊時 間：17:00～21:00
＊場 所：釜戸公民館駐車場（雨天時は多目的ホール）
※出演者も募集しています。（８月末まで）
まちづくり推進協議会 ℡６３－２００５まで

＊子どもたちからの、お礼のお便りが公民館調理実習室前の壁に
貼ってあります。ぜひご覧ください。

８月４日（日）
、寺子屋教室１日目「昔遊び・流しそうめん」を
行いました。釜戸楽園の役員の皆さんに協力していただき、コマ回
し・けん玉・お手玉などの昔遊びでいっしょに遊びました。おやつ
にはかき氷を食べて、お昼は流しそうめんを楽しみ、最後は竹で水
てっぽうを作りました。

＜オススメ ！ 釜戸分室の本＞
【はじめてでもきれいに縫えるお裁縫の基礎】

加藤容子：著

道具の扱い方や、基本の玉結びまで、お裁縫に必要な技術を丁寧に解説。
ちょこっとだけのお直しや、バックなどの小物も掲載され使いやすい本です。
【７月 貸出人数：２２人 貸出冊数：５５冊】

8月 公民館予定表
日 曜

行事 等

講座・催し
交流サロン・野菜市

8/15 木

区長会

釜戸フォーク村

かふぇみなくる

21 水

釜戸楽園（アミューズ）

4 水
5 木

ガーデニング教室 kamayoga

健康体操
岐泉会（華）

みなも サー ク ル

バラの会

23 金

公民館利用 自主サークル 等
午後
夜間

女声コーラス

こ ねこ ね倶楽部

女声コーラス

バラの会

釜戸楽園(千曲） レイコアリ

不燃ごみ(1・2分団）
うたごえ喫茶「花の木」

不燃ごみ(３・４分団） 交流サロン・野菜市

釜子連

7 土

岐泉会（茶） なでしこ釜戸 まち協三役会

子どもチャレンジ講座

8 日

財産区
釜戸楽園(千曲）
元気サークル レイコアリ

ドラゴ ン太極拳

健康体操

釜戸楽園（花楓）

11 水
ドラゴ ン太極拳

26 月

食生活改善

28 水

12 木

釜戸楽園（国士無双） 地域整備

釜戸楽園役員会
なでしこ釜戸

釜戸楽園(千曲） 社会福祉
元気サークル

13 金
女声コーラス

女声コーラス

釜戸楽園（国士無双）

交流サロン・野菜市

なんくる ない さ ーず

健康体操

27 火

なんくる ない さ ーず

まちづくり推進協議会

kamayoga

10 火

25 日

釜戸フォーク村

かふぇみなくる
太鼓をたたこう

9 月

千曲楓楽会

24 土

健康体操

6 金

釜戸楽園（国士無双）

資源ごみ（３・４分団）

交流サロン・野菜市

午前

釜戸楽園（アミューズ）

なんくる ない さ ーず

資源ごみ（１・２分団）

22 木

講座・催し

3 火

18 日
19 月

行事 等

2 月

若葉の会

17 土

日 曜
9/1 日

16 金

20 火

9月 公民館予定表

公民館利用 自主サークル 等
午前
午後
夜間

青龍

フ ォ ー ク ジャ ンボリー 出演者会議

14 土
c

29 木
30 金
31 土

市長と語る会

交流サロン・野菜市

岐泉会（茶）

8月22日

釜戸楽園(千曲）
千曲楓楽会

青龍

溝口 範夫
野村 一志(青少年)
木村 一郎（交安）

8月29日

9月5日

9月12日

藤田 信
足立 節子
藤田 尚仁
小学校教員
足立 和弘（区長会） 水野 信夫（民 生）
春日井繁利（財産区） 安藤 隆宏（まち協） 小栗 秀忠（社 協）

編集後記
７月２８日(日)に、台風のため順延された釜戸町夏祭りが行われた。祭り全体のとりまとめはまちづくり協議会が発行する「夏祭り特集」に任
せるとして、ここでは「小学校３年生」と「青龍」による太鼓演奏について取り上げてみたい。
かまど通信７月号でお知らせした小学校３年生の太鼓授業は、地域との連携を強め、子どもたちの成長を支えようと６月２０日に第１回を７月
５日に第２回を実施した。全１０回の予定で、文化祭では「発表会」をとの計画であったが、習得のスピードが速く「夏祭り」で発表できると指
導者の意見がまとまった。小学校から保護者向けにも連絡をしていただき、あの場での発表となった。子どもたちの取り組む姿勢と吸収力には驚
かされ目を見張るばかりであったが、成長の途上には、処々に目に見える目標があるということが大切なんだと改めて認識することができた。子
育てを終えてしまった高齢の者であっても、地域の子どもたちと接する機会を積極的につくり、その成長を支えるという意識を持ちたい。
とはいえ、小学校の先生方のご苦労や、保護者の方々のご協力には頭が下がります。ありがとうございました。（Ｈ）

