令和２年１月号

釜戸コミュニティーセンター
玄関に「門松」
12 月 25 日（水）
、
西大島の春日井繁利
さんが門松をたてて
くださいました。
有難うございます。

元旦ジョギング＆ウォーキング大会

☆新春来福 新たなつながりを生み出す年に
釜戸町まちづくり推進協議会会長
渡辺 敏博
十二支が最初の「子年」に戻り、令和初めての新春を迎えています。オリンピック
イヤーでもある今年は、昨年のラグビーワールドカップに引き続き、日本が世界とつ
ながる記念すべき年となります。この地域でも大きな変化がありました。瑞浪北中の
開校です。五つの地区は、北中を中心にまずできる一歩を始めています。
「北中三年生
と語る会」の開催や、北中生とともに行った「災害時非常食作り」などです。
釜戸町でも他地域とのつながりが意識されています。文化祭での「鶴城笹踊り」演
舞、
「フォークジャンボリー」への他市町からの参加、「白狐と河童と竜の市」へも人
の集まりが進んでいます。今までにない新たな流れです。
将来の釜戸の姿に目を向ける時に入っています。
「道の駅」構想は、遠い将来ではな
く、じきに本格化する近さにあります。町のよさの生み出しや発信がいっそう必要と
なります。
釜戸町のすべての活動がさらに進展し、新たなつながりが生み出せるよう、皆様方
のお力添えをお願いいたします。

令和になって初めての元旦ジョギング＆ウォーキング大会が行わ
れました。天気は、曇り空で寒かったのですが、338 名の参加が
あり、見事トップでゴールしたのは、麗澤瑞浪中学校 1 年 渡辺颯
汰君（エスポラン）「負けたくなかったので、ペース配分を考えて
走りました」と感想を述べてくれました。

子年生まれ 年男・年女さんの抱負
※（

）内の数は令和元年 12 月 2 日現在の釜戸町在住の方の人数です。

大正１３年生まれ（５名） 96 歳

長瀬きみ江

寒くなってきましたね。私は今、桜寿荘にお世話になって
います。脳トレのため色々物を作っています。
雨や風の日も送迎してもらえるので助かります。
今年も頑張って色々な物を作りたいと思います。

昭和２３年生まれ（６０名） 72 歳

渡辺 利和

年齢を意識した事は余りなく、今日まで大きな病気もせず
順調に過ごして来れた。子年にあたり一番は健康維持！
畑仕事に精を出し、ジム通いで足腰を鍛える。
ゴルフで久しく出していないスコア 80 台を目指す。

昭和４７年生まれ（３４名） 48 歳

昭和１１年生まれ（１７名） 84 歳
股関節の手術をしてあっという間に 20 年余りたちました。
今は無き釜中へ調理実習の講師を 10 年余り続けました。
これまで色々なことに挑戦してきました。
軽スポーツは大会にも出場しました。これからは、外仕事は
程々にして室内ゲーム(麻雀)で楽しみたいです。

昭和３５年生まれ（３８名） 60 歳

昭和５９年生まれ（２１名） 36 歳

消防団の分団長を務めています。いま、「地域の安全と
安心」を支える役割を担う、釜戸町の消防団員が、本当に
不足しています。災害に備える防災力を維持するため、消
防団員の確保に、ぜひご協力をお願いします。

リクエストシネマ 「第２弾」

☆万引き家族☆
【日

時】令和２年１月２５日(土)
13:30～
【場 所】：釜戸公民館 多目的ホール
【入場料】：無料

整理券を事務所にて配布しています

黒沢 英里

あけましておめでとうございます。今年の抱負は
①家族が健康であること。
②体力づくりをしたい。
③日々笑顔ですごしたい。 です。

山口 空詩

一昨年から働き始め、休日に職場の同期や上司とスポー
ツをすることがあります。僕は職場で最年少ですが一回り年
上の方々が自分より良い動きをしており恥ずかしいです。
今年は体を鍛え、誰よりもスマートに動きたいです。

市川 繁美

気が付いたら還暦っていう感じです。
まだまだやりたい事があって毎日忙しくしています。
今年も体に気をつけて元気に楽しく張り切っていきたいと
思っています。

足立 寛聡

平成８年生まれ（２０名） 24 歳

足立小江子

平成２０年生まれ（１４名） 12 歳

太田 莉彩

私の今年の目標は、公文の中学２年生の英語をがんば
ることです。今は中学１年の問題をやっているのでがんば
りたいです。

レディース麻雀教室

脳トレにも
なりますよ

麻雀をやってみたい女性の方、基礎から
学ぶことができますよ。女性限定の教室で
すので気軽に参加してみませんか？
【日

時】1/29・2/12・2/26（水）
（全３回・10:00～）
【場 所】釜戸公民館 第 2 和室
【申込み】１月 26 日（日）まで
釜戸公民館 ☎63-2005

釜戸・大湫町体育委員会主催

釜戸・大湫町民ボウリング大会
【日

時】令和 2 年 2 月 16 日（日）13:30～

【場

所】土岐グランドボウル ※現地集合

【対

象】子どもから大人まで ※釜戸・大湫町在住者

＊大会参加は小学生以上、保護者同伴でお願いします。

【参加費】一人 500 円
【申込み】1 月 25 日（土）までに

各地区体育委員へ
【問合せ】釜戸公民館 ☎63-2005

☆集落支援員としてお力を貸して下さい☆
市が施行する集落支援員制度を活用し、区長会・まちづくり等の手助け
をしていただく集落支援員(1 名)を募集します。
【募集内容】区長会・まちづくりの運営に係る事務及びイベント等の援助
【応募内容】＊釜戸町在住で、地域のまちづくり活動に熱意のある方
＊平日夜間の会議(月 4 回程度)・休日のまちづくりイベント
等に概ね参加できる方
＊普通自動車運転免許保有、パソコンの基本操作ができる方
＊年齢・性別は問いません。
【採用予定】令和２年４月１日から(１年更新)
【報
酬】113,600 円(月額)
※社会保険・雇用保険加入、６月・12 月に期末手当支給
【勤 務 日】基本１日 7 時間・月 18 日勤務、年次休暇有
【応募方法】市販の履歴書にご記入のうえ 1 月 31 日(金)までに、
まちづくり事務局(釜戸コミュニティーセンター内)へ提出し
てください。後日、面接を受けていただきます。
【問 合 せ】釜戸町まちづくり事務局(コミュニティーセンター内)
☎６３－２００５

ウッドデッキの改修工事が終了！
ウッドデッキの改修工事が終了しました。工事期間中はご迷惑を
おかけしました。生まれ変わったウッドデッキをご活用下さい。

【骨粗鬆症予防教室】参加者募集！
骨の健康にかかわる栄養素は多く、バランスのよい食事を心がけることが「骨
粗鬆症」予防の基本です。楽しく・おいしく、骨粗鬆症について学びませんか？

【日 時】令和２年２月２６日（水）9:30～13:00
【場 所】釜戸公民館 調理実習室
【定 員】１５名
【受講料】無料
【持ち物】エプロン・三角巾
【申込み】令和２年２月５日（水）
瑞浪市役所 健康づくり課 ☎68-9785
【主 催】瑞浪市食生活改善推進協議会 釜戸支部

～ＪＲ釜戸駅の窓口営業時間が変更になります～
これまで 7:10～12:00・13:00～16:20 であった営業時間が、
令和２年４月１日から 7:10～11:50 の営業になります。
＊これまでどおり、年中無休で営業します。
＊切符や定期券などをお買い求めの際は、上記時間内に
ご利用ください。
積極的に釜戸駅を利用しましょう！
【問合せ】瑞浪市役所商工課 ☎689805

〈オススメ！釜戸分室の本〉
【ペットボトルで作るかわいい便利こもの】 ブティック社:刊
ペットボトルを利用して、かわいい雑貨作りに挑戦。プランターや
バスケットなど身のまわりの物がおしゃれに変身。エコなハンドメイ
ドを楽しみましょう
１２月 貸出人数：１６人
貸出冊数：４９冊

編集後記
明けましておめでとうございます。令和に元号が変わって初めての元旦を迎えました。皆さま良い年を迎えられたことと思います。昨年まで以
上に公民館事業にご参加、ご協力をいただきますようお願いいたします。
さて、27 回を数える「元旦ジョギング＆ウォーキング大会」を実施しました。昨年に迫る約 400 名の参加があり、受付時間ぎりぎりの対応で、
開会式・スタートと予定通り行うことができました。朝の冷え込みのため、改修成ったウッドデッキは一面に霜が降りスケート場状態でしたが、
気温の上昇と多くの参加者の熱気で良い状態となり、皆さまへのお披露目にもなりました。ゴール後は一時期ごった返しましたが、参加賞・跳び
賞さらには豚汁の配布と、役員・まち協の協力のもと滞りはなかったように感じました。夏祭り、文化祭と同じくらいの人たちの参加があり、町
の勢いを肌で感じるひとときでもあります。元旦早々ですが、こんな行事の運営に関わることができることに喜びを感じます。けが人なく終えら
れたことを含め、参加者・体育委員・体協役員・まち協（豚汁担当）等、皆様方に感謝申し上げます。ありがとうございました。（Ｈ）

1月 公民館予定表
日 曜

行事 等

講座・催し

女声コーラス

1/15 水

岐泉会（茶）

うたごえ喫茶「花の木」

1月は
第3月曜日
まちがえないでね

20 月

かふぇみなくる
３Ｂ体操教室

健康体操

食生活改善

地域整備

岐泉会（華）

釜戸楽園（国士無双）
岐泉会（茶）

財産区

まち協三役会

資源ごみ（３・４分団）
ハワイアンキルト教室

バラの会

資源ごみ（１・２分団）

リクエストシネマ「万引き家族」

釜戸楽園（千曲）
元気サークル レイコアリ
青龍

ドラゴ ン太極拳 なでしこ釜戸

健康体操
体育委員会

レディース麻雀教室

公民館利用 自主サークル 等
午後
夜間

３Ｂ体操教室
特定健康診査

健康体操

青少年育成委員会

釜戸楽園（こねこね）

不燃ごみ(1・2分団）

釜戸楽園（国士無双）

釜戸楽園（役員会）
不燃ごみ(３・４分団）

釜戸楽園（千曲）

バラの会

7 金
女声コーラス

釜戸楽園（アミューズ）

釜子連

8 土
子どもチャレンジ講座

9 日

青龍
かふぇみなくる
太鼓をたたこう

ドラゴ ン太極拳

なんくる ない さ ーず

なでしこ釜戸

休館日

11 火

レディース麻雀教室

釜戸楽園（花楓）

児童民生委員

釜戸楽園（国士無双）

13 木
ハワイアンキルト教室

14 金

釜戸楽園（千曲）
元気サークル
c

女声コーラス

1月23日

30 木
31 金

なんくる ない さ ーず

午前

青龍

12 水
太鼓をたたこう

講座・催し

釜子連節分の会

10 月

千曲楓楽会

28 火
29 水

6 木

kamayoga

26 日
27 月

5 水

なんくる ない さ ーず

転ばん塾

22 水

25 土

4 火

釜戸フォーク村

釜戸楽園（アミューズ）

行事 等

3 月

釜子連
青龍

スケート教室

21 火

24 金

区長会

若葉の会

18 土

23 木

2 日

レイコアリ

17 金

日 曜
2/1 土

釜戸楽園（国士無双）

16 木

19 日

2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

釜戸楽園（千曲）

1月30日

2月6日

2月13日

溝口 保司
鈴木 誠
藤田 修二
牧野 敏
水野 正司(青少年) 小学校教員
奥村 一哉(区長会) 小栗 房江(民 生)
市川・田村（交 安） 河野 耕治（財産区） 太田 鎮一（まち協） 亀山 光雅（社 協）

