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釜戸公民館

開催予定の教室

＊教室の参加者は自宅で検温をしてきて頂き、マスクを着用してください。
＊諸事情により中止とさせて頂く場合があります。

※定員が５名以上にならない場合は、教室は開催できません。

＊天然素材を利用した虫よけスプレーを作ります。
【日 時】７月１日(水) 10:00～
【場 所】釜戸公民館 多目的ホール
【受講料】５００円
【材料費】７００円（容器代含む）
【講 師】土本千鶴子さん
【定 員】１０名
【締切り】６月２６日(金)

お楽しみ企画開催
【７月７日（火）まで】

ガラポン抽選機で「くじ引き」に挑戦！
＊「くじ引き」に挑戦するには、以下の条件を
どちらかひとつクリアして下さい。
・ぬりえを完成させて持って来て下さい。
・短冊に願い事を書いて下さい。
（お一人様一回限り）
ぬりえ、短冊は公民館に用意してあります。
皆さんの参加をお待ちしています。

マイレージ

ポイント付
【日 時】７月３日(金)
【集 合】8:40 釜戸公民館
【行 程】釜戸駅(9:00 発)→武並駅→境橋から
駅前大橋まで
【受講料】５００円
【講 師】かたりべの会
可知正己さん・小倉明人さん
【定 員】１０名
【締切り】６月３０日(火)

「大切な人へのメッセージフォトコーナー」も
開設中です。大切な人へメッセージを送りませ
んか？（ご自由にご活用ください）
釜戸公民館では、
「七夕企画 星に願いを」
コーナーを作りました。
短冊を書いてね。

※申し込みは釜戸公民館まで

みんなで楽しく３Ｂ体操

大人の歴史学習＆ウォーキング
＊釜戸の橋めぐり前編です。釜戸から武並まで
電車を使います。

手作り虫よけスプレー

Tel 63-2005
Fax 63-0002

＊音楽に合わせて、楽しく体を動かしましょう。
【日 時】7/7・21 8/4・18
9/1・15 10/6・20
全 8 回 火曜日 13:30～
【場 所】釜戸公民館 多目的ホール
【受講料】2,000 円
【講 師】日本３Ｂ体操協会
公認指導者 菅原敦子先生
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル
【定 員】１０名
【締切り】６月３０日(火)

まちづくり環境美化事業
釜戸町まちづくり推進協議会の事業として毎年行われる
「花苗配布」が６月５日(金)に行われました。申し込みを
された団体の中から、今回は竜吟幼児園へ取材に行ってき
ました。幼児園のぞう組さんがプランターに定植していま
した。「ひとつできたよ」と上手に植える子、「花がでてこ
ないー」とポットからうまく
取り出せず苦戦している子も
いましたが、１０分足らずで
みんな出来上がりました。
真剣に取り組む姿が可愛らし
かったです。

幼・小・中 連携の窓
「地域に開かれた学校」を目指して

瑞浪北中学校

昨年４月、瑞浪北中学校が産声を上げました。統合によって、刺激し合え
る環境が整いました。人間関係に斬新さと広がりが生まれました。生徒会活
動や部活動などにおいて選択の余地が広がりました。中学生にとって自己実
現につながるチャンスが増えました。生徒たちは今、新しい環境の中で、生
きる力とたくましさを身につけようと頑張っています。
生活環境の変化とともに、地域とのつながりにおいても転換期を迎えまし
た。瑞浪北中学校では開校１年目から「地域に開かれた学校」を目指す学校
像として掲げ、「地域と中学生との新しい関わり方」を模索しています。
統合によって瑞浪市の総面積の
約７割が瑞浪北中学校の校区とな
りました。このことがどんな影響
をもたらすかは多くの人たちの関
心を集めました。とりわけ、日吉
地区・釜戸大湫地区においては中
学校がなくなり、それまでは当た
り前に目にしていた中学生の姿を
見かけなくなりました。その分、
文化祭のボランティアとして参加した生徒
地域と中学生の関りを心配する声
が多かったのではないでしょうか。
そんな心配を、生徒たちはいきなり一年目から払拭しました。ボランティ
アや一住民として、地域に関わるチャンスを積極的に求めました。そして、
統合前と変わらず、地域の期待に進んで応えました。
令和元年度は瑞浪北中学校の校区から、２２のボランティア依頼がありま
した。そして、全校生徒数を超える延べ４００人近い生徒がボランティアと
して参加しました。その中には、その地区出身ではない生徒の参加が多くあ
りました。まさに、生徒自らが瑞浪北中校区を「我がふるさと」として大切
にしようとする気持ちの表れです。
「新しい校区を積極的に受け入れる」とい
うことが「地域と中学生の新しい関わり方」の一つです。

二つ目の新しい関わり方として「中学生の文化で地域を刺激する」という
ことが挙げられます。
平成３０年度の釜戸中学校には、４つの部活動がありました。全て運動系
の部活動でした。そんな釜戸出身の生徒に、新たな部活動との出会いがあり
ました。
その一つが吹奏楽部です。今は
吹奏楽部に所属する釜戸出身の生
徒はいませんが、やがては釜戸の
中学生も吹奏楽部に所属して、周
りに感動を与えるようになってほ
しいと願っています。
そして、昨年度はなかなか都合
が合わず実現しませんでしたが、
昨年度、地域行事で演奏する吹奏楽部
一日も早く釜戸の皆さんの前で、
吹奏楽部の演奏が披露できることを期待しています。夏祭りや文化祭等で演
奏することにより、釜戸に新しい音楽の風が吹いてほしいと考えています。
昨年度の釜戸町文化祭では、中学生の作品も展示させていただきました。
瑞浪北中ならではのデザイン画やスクラッチボードなどを見ていただくこと
によって、釜戸町の文化の刺激となったら、それが「地域と中学生の新しい
関わり方」になることでしょう。
釜戸町から少し離れていますが、皆様にはこれからも瑞浪北中学校の教育
活動にご理解ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。そして、地域と
中学生の関わりが、釜戸町の更なる発展に結びつくようにご期待申し上げま
す。
瑞浪北中学校長 安藤雅哉

道の駅を検討する会メンバー募集

自然ふれあい館からのお知らせ
＊問合せ・申込み 瑞浪市自然ふれあい館 ☎63-0015

「かまど道の駅」開駅に向け、思いのある方募集！
2027 年に開駅予定の「かまど道の駅」をどんな道の駅にするのか、したい
のかを具現化して、実現させていくために釜戸町・大湫町合同の検討会組織を
立ち上げます。区長会に帰属し、市とも連携する特別組織です。
あくまでもボランティアの活動で報酬はありませんが、
＊思いを形にしたいと意欲のある方
＊地域を盛り上げる為に何かしたいと意欲のある方
そんなあなたを 10 名程募集します。
参画希望の方は、6 月 30 日(火)までに下記までご連絡ください。
釜戸町区長会事務局（釜戸コミュニティーセンター内）
☎63-2005 担当 横井・安藤

『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』
◆竜吟湖周回コース（約 2.3 ㎞）をノルディックウォーキングしてみませんか。
【内 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 組用意します。
マイレージ
ポールをお持ちの方は持参して下さい。
ポイント付
【日 時】７月１２日（日） 9:30～11:30
【場 所】竜吟湖駐車場 【参加費】無料 【対 象】一般
＊申し込みの必要はありません。当日気軽に参加してください。
※諸事情により、変更又は中止になる場合があります。

〈オススメ！釜戸分室の本〉
【コンビニが日本から消えたなら】 渡辺広明:著

釜戸公民館よりお知らせ
※６月１日より、公民館の貸館が再開しました。
利用に際しましては、細かな条件がありますので釜戸公民館までお問い
合わせください。
※釜戸公民館 多目的ホール側出入口は新型コロナウイルス感染症予防の
ため、しばらくの間、閉鎖させて頂きます。ご協力をお願いします。

日常の生活を支えてくれるコンビニ。しかし、２４時間営業や人手不足など、社
会問題にもなっています。転換期を迎えるコンビニの未来を考える本。著者の店
長時代の実話も面白い。
５月 貸出人数：０人 貸出冊数：０冊
※滞在時間は１０分以内でお願いします。体調の良くない方は来館を控えて下さい。

寄贈していただきました

「ふるさと百話」をユーチューブで！

【日本の絶滅危惧植物図鑑】
大湫町 山口清重さんより
寄贈していただきました。
＊ご覧になりたい方は、事務所までお越しください。

ユーチューブで「ふるさと百話」と検索してみてください。釜戸町出身
の真鍋誠志さんがふるさと百話のお話を脚色・朗読しています。
一度、ご覧になってはいかがですか。

※８月１日（土）に予定されていました「釜戸町夏まつり・花火大会」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止」となりました。
☆編集後記
幼児園・小学校・中学校が再開されました。登下校の子どもたちの笑顔が広がり、地域にも活気がでてくることを期待しています。６月１日の釜戸小学
校は、欠席ゼロでのスタートと聞きました。嬉しいことです。また、今月号の「連携の窓」は、瑞浪北中学校の校長先生に寄稿していただきました。北中
の「地域に開かれた学校」を目指し「中学生の新しい関わり方を模索する。」という言葉が印象に残りました。開校２年目の意気込みが伝わってきます。
まだまだ続くコロナとの戦い。公民館の日常活動が早く元通りになることを願って短冊に願いを書き公民館にお越しください。（A）

＊ご家族の予定欄を活用ください。

６月
家族の予定

公民館予定表
日 曜

行事・催し 等

７月

公民館利用（講座・自主サークル 等）
午 前

午 後

夜 間

家族の予定

元気サークル

15 月
16 火
17 水

東濃厚生巡回診療予定

釜戸楽園（本部役員会）

18 木

レイコアリ

19 金

釜戸楽園（千曲）
千曲楓楽会

20 土
21 日
22 月
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土

資源ごみ（１・２分団） kamayoga

ドラゴン太極拳

資源ごみ（３・４分団）
岐泉会（華道）

地域整備委員会

レイコアリ

水

2

木

3

金

4

土

5

日

6

月

7

火

8

水

9

木

公民館利用（講座・自主サークル 等）
午 前

午 後

夜 間

東濃厚生巡回診療予定

講座（虫よけスプレー）

講座（大人の歴史）

不燃ごみ（１・２分団）
介護予防教室
不燃ごみ（３・４分団）

講座（３Ｂ体操）

社会福祉協議会

講座（ハワイアンキルト）

元気サークル

12 日

釜戸楽園（千曲）
千曲楓楽会

13 月

結核検診

なでしこ釜戸

14 火

青色回転灯パトロール当番
7月2日

30 火

1

行事・催し 等

11 土

まち協三役会

28 日
29 月

日 曜

10 金

財産区協議会
元気サークル

公民館予定表

7月9日

※青色回転灯パトロールは７月より再開します。

7月16日

山口 一郎
足立 秀平
横山 隆久
足立 弘文（まち協） 中島 重孝（社 協） 小栗 大輔（釜子連）

