
組の親子が参加し、終始ほほえましい雰囲気

の中、ゆったりとした時間を過ごしました。  

 最初に、中野町の飯田シズ子氏がとても優しい音色の

ハーモニカを演奏してくださり、まだ６ケ月の赤ちゃんで

もハーモニカの演奏が始まると、音色の方に首をむけて静

かに聞き入っているようでした。「こいのぼり」「ドラエ

もん」など５曲程演奏してくださり、親しみやすい曲に 

お母さんも一緒に口ずさんでいました。 

 ベビーマッサージでは、お母さんが赤ちゃんの体をくる

くるマッサージし始めると、気持ちいのか「あ～」「う～」とか元気のいい声で周り

にいる大人の顔を笑顔にしてくれました。講師の杉浦明子氏が 

マッサージをしながら、月齢に合わせた発達や成長など 

の説明をしてくださり、お母さんは今後の 

子どもさんの成長を心待ちしているようでした。 

 

 古布を利用して人形や花など作ってらっしゃる「つるし飾

り教室」の活動におじゃましました。講師の先生の旧宅を開

放して月2回教室を開催しております。自分が表現したい作品

作りにチャレンジし、仲間同士でおしゃべりを交えながら楽

しまれている様子を感じさせていただきました。また、毎

年、別のつるし飾り教室と合

同で作品展も行っておりとて

もにぎやかな雰囲気とのこと

です。作品を通して、若い方

から高齢者まで色んな世代の

集い楽しい場になればと思っ

ております。おじゃまさせて

いただき、ありがとうござい

ました。 

 

   学2年生から体験できる放課後子ども教室。 

   本年度も囲碁を学んでみたい！茶道を体験してみたい！

と元気いっぱいの児童がたくさん公民館に来館しました。 

  今年は、囲碁・茶道教室合わせて総人数2８名です。友達同士、切磋琢

磨してお互いに高め合い楽しく頑張ってください。 

5/13(月) 

開催！ 

小 

 

子ども囲碁教室 

    き家を活用した集いの場 

         「つるし飾り教室」をご紹介します。 

鯖江市中河公民館 

中河地区 5月1日現在 前月比 

人口 4,590名 12名 減 

世帯数 1,443世帯 3世帯 増 

〒 9 1 6 - 0 0 3 3  
 鯖 江 市 中 野 町 2 0 3 - 8  
 TEL：(0778)51-3102 

公民館報 6月号 令和元年5月25日 発行 

空 

８ 

つるし飾り教室は、平成31年4月12日の 

福井新聞に紹介されています。 

子ども茶道教室 
茶席の作法を学びます 

座学で学ぶ囲碁 

5/23(金) 

開催！ 

マッサージをすると気持ちよさげに声をだします 



年 6 月

30 休館日 1 2 3 4 5 6

2019 ≪休館日のお知らせ≫

日 月 火 水 木 金 土

31 126 27 28 29 30

7 8

市民体育大会

2 中河地区 3 4 休館日 5 6

14 159 10 11 休館日 12 13

21 2216 休館日 17 18 19 20

28 2923 休館日 24 25 休館日 26 27

※都合により休館日が変更する場合もありますので予めご了承ください。

 児童が、学校や家庭を

離れて共同生活をする中

河地区合宿通学。中河小

学校４年生を対象に7月

5,6日（金,土）に中河公

民館で開催されます。 

毎年、地元で収穫された

野菜などのおいしさを味

わってもらう計画をし、食事のメニューの中に取り入れて

います。野菜などを提供をしていただける方は、6月17日

(月)までに中河公民館へご一報ください。お願いします。 

 中河地区の6大イベント一つ、中河地区

市民体育大会。地区、町内と交流を図る

またとない機会です。毎年、暑い日です

ので、熱中症対策をしてケガのないよう

に競技を楽しみましょう。 

皆さん、頑張ってください！ 

事業の案内と講座参加の募集をしています。生涯学習をはじめるきっかけをつかんだり、広げたり、地域の事業を 

アクティブに伝えるそんな情報誌です。学んでみたいことがありましたら公民館までご相談ください。 

 中河小学校６年生が、乳幼児とのふれあい体験学習に参加します。 

児童が乳幼児やその保護者とふれあいを通して母性、父性を育み命の大切さ

について学びます。また、両親を対して感謝の気持ちを持つ機会ですので 

子育て中の方は、ぜひご参加ください。 

第63回中河地区市民体育大会 

日時 6月2日(日) 

●雨天中止（午前6時に最終決定します） 

●集合整列：午前8時20分 

●入場行進：午前8時30分 

会場 中河小学校グラウンド 

駐車場に 

ついて  

中河公民館の駐車場をご利用してください。但し、駐車台数に限りが

ありますので、出来るだけ自転車、徒歩、相乗り等、環境にやさしい

交通手段でお越しください。ご理解とご協力の程お願いいたします。 

駐車禁止 

場所 

●小学校周辺の路上 

（歩行者等の通行に危険・迷惑を及ぼす可能性が高い為） 

●ＪＡカントリー敷地内、周辺の路上（麦カントリー荷受けの為） 

提供して 
いただきたい

野菜など 

じゃがいも ・にんじん ・たまねぎ 
きゅうり・レタス ・トマト・お米など  

 右乳がんステージ3aと告

知を受け、その後、乳がん

啓蒙を目的としたキャン

ペーンで数多くのメディア

に取り上げられている髙橋

絵麻さんの講演会が開催さ

れます。ピンクリボンヨガ

やお話し会を多数開催し、

同じ病気や生き方に不安を

感じている方から「考え方が変わりました！」と声が

多数届いています。当事者の生の声が、聞ける機会と

なりますのでぜひご参加ください。 

中河地区合宿通学 

地元野菜の提供をお願いします。 

子育て支援ネットワーク 

     中河小学校の 
お兄ちゃん、お姉ちゃんとあそぼう！ 

日時 6月6日(木) 午前10時～ 

会場 中河公民館 2階大会議室 

対象 保育園入園前のお子さんとお家の方  

内容 中河小学校６年生とのふれあい 

申込先   

5月29日（水）までに、 

下記施設までお申込みください 
・曲木児童センター       ℡：52-5940 
・子育て支援センター    ℡：51-3527 
・健康課（アイアイ鯖江）℡：51-3527 
・中河公民館                ℡：51-3102 

  下記日程にて各種目が開催されます。参加してみたい！

と意欲がある方は、スポーツ協会さんもしくは中河公民館ま

でご連絡お願いします。また、スポーツ協会さんより選手と

し出場依頼がありましたらご協力をお願いします。 

INFORMATION 

募集 案内 

募集 

募集 髙橋絵麻 
特別講演会 

日時 6月22日(土) ○開演：午後1時30分 

会場 片上公民館 

髙橋絵麻 氏 講師 

演題 
乳がんが教えてくれたこと 

～いまを生きる生き方～ 

お申込みは不要です。（入場無料） 
直接会場へお越しください。 
内履きをご持参ください。 

参加 

申込み 

その他 詳しくは、ちらしをご覧ください。 

鯖江市東部地区文化講演会 

募集 

期日 種目 会場 

6/9（日） バスケットボール スポーツ交流館 

6/15（土） 軟式野球 西山公園野球場・南公園グラウンド 

6/16（日） 

軟式野球 西山公園野球場・南公園グラウンド 

卓球 神明健康スポーツセンター 

ゲートボール ゲートボールセンター 

剣道 中央中学校武道館 

6/23（日） 

バドミントン スポーツ交流館 

ソフトバレー 神明健康スポーツセンター 

ソフトテニス 西番スポーツセンター 

ソフトボール 御幸公園グラウンド 

ボウリング アルプラザボウル 

マレットゴルフ 日野川緑地公園 

6/30（日） 

テニス 西番スポーツセンター 

弓道 弓道場 

バレーボール 神明健康スポーツセンター 

7/7（日） 
ショートテニス スポーツ交流館 

陸上 陸上競技場 

7/21（日） 水泳 市民プール 

8/4（日） 綱引 総合体育館 

第65回鯖江市民体育大会 


