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※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。
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2019 ≪休館日のお知らせ≫

日 月 火 水 木 金 土

 昨年大好評でした柳沢先生による高齢者教室「目の健康体操

講座」が下記日程にて開催されます。大切な目の疲れを癒すた

めに「目の健康体操」を体験してみませんか？ 

疲れた目をほぐす事も重要です。ご参加お待ちしております。 

 乳幼児の発達（脳と行動）や自己制御のメカニズムと

発達についてそして、行動と遺伝について

下記日程にて 講座を開催いたします。

乳幼児・子どもについて知りたいという

方、必見です。ぜひ、ご参加ください。 

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。 

 

日時 8月20日(火) 午後7時30分～午後9時 

会場 中河公民館 1階第2会議室 

講師 
仁愛女子短期大学 

幼児教育学科 乙部貴幸先生 
 高齢者教室 

「目の健康体操講座」 

子育て支援ネットワーク 

「歯っぴー教室」と 
       「楽しく遊ぼう！」 

INFORMATION 

 公民館主催 知識アップ講座 
心理学「なぜ人は・子どもは 

       我慢できないのか？」 
案内 

日時 8月3日(土) 午後4時45分～  

会場 
中河公民館 駐車場 

（雨天時：中河公民館体育館） 

詳細 
納涼祭プログラムを 

ご覧ください。 

日時 8月8日(木) 午前10時 

会場 中河公民館2階和室 

対象 未就学児とその保護者 

申込先   中河公民館 

お願い   体調のよくない方は参加を

 今回は、佐々木雅代先生に大事な歯のお話しや相談会を行いま

す。その後、支援センターの先生に親子で楽しく手遊びやリズム

遊びをしてみんなで楽しみましょう！ 

 子育て中のお母さん、お父さん！ぜひご参加くださいネ。 

中河地区納涼祭 
募集 

 毎年、鯖江市成人式終了後、各地区公民

館にて新成人の集いを開催しています。新

成人の集いは、例年、新成人の皆さんの企

画によって内容が決まります。 

令和2年に成人式を迎える方で企画作りを

「やりたい」という方は、ぜひ！公民館までご連絡く

ださい。また、ご家族で成人式を迎えられる方がおら

れましたらお伝えくださいますようお願いします。 

 
今までの企画 

・思い出の地のフォト集づくり 

・恩師ビデオレター作成  他 

成人式日程 令和2年1月12日（日） 

令和2年に成人式を迎えられる方へ 

募集 

おどる♪キッズダンス 
 7月から始まった「おどる♪きっずダンス‼」 

22名のキッズが集まり、一生懸命ダンスを練習中です。 

小さなカラダをおもいっきり動かすダンス‼ご期待ください。 

 当日は、抽選付きプログラムをお忘れなく！ 

抽選券は、午後７時４５分までに抽選箱に入れると参加賞の 

“うちわ”と交換となります。ぜひ、お越しください。 

お知らせ 

日時 8月7日(水) 午後2時40分～ 

会場 中河公民館 2階大会議室 

講師 柳沢 由美 氏 

申込み 直接会場へお越しください。 

参加費 

無料！ 

参加費 

無料！ 

納涼祭に出演します! 
キュートなダンス見てください！ 

募集 

ふるさと探検隊 募集と 
BBQ と 飯ごう体験もできる！ 
 北陸新幹線の高架橋やトンネルを見学し、三里山登山を行いま

す。公民館に戻ってきたら地域のおじいちゃんおばあちゃんと一

緒にバーベキューをします。 

 夏休みの宿題にもピッタリ!?思い出作りに参加しませんか？ 

日時 8月9日(金) 午前8時30分集合 

集合場所 中河公民館 

対象 小学生※1,2年生は保護者同伴 

申込先   中河公民館に事前申込みが必要です。 

参加費 1人300円 

BBQ 

カキ氷 

食べ放題 

募集 

おしゃべりカフェ日程変更について 

日程 8月9日(金) 午前11時30分集合 

内容 
ふるさと探検隊の子供たちと 

一緒にバーベキューをします。 

参加費 1人300円 

案内 

案内 



７/5,6(金土) 

開催！ 

中 

    架下を利用した町内あげての 

         「集いの場」をご紹介します。 

約20年前から年1回開催される上河端町「ふれあい祭り」

町内の高速道路高架下のスペースを利用して町内の方々に

よる模擬店が並び、大勢の人々が舌鼓を打つほど。家族そ

ろって参加される方が多く、世代を超えて愛される祭りと

感じました。目いっぱいはしゃぐ子どもたちは、子ども心

に「住みよいわが町」と印象に残りますね。 

   河小学校4年生を対象に学校や家庭を離れて 

   宿泊を伴う共同生活をする合宿通学開催しました！ 

 今年の中河地区合宿通学は「防災」をテーマとしており「防災授業、 

避難所体験、防災実技体験、消防団によるポンプ車操作法の実演を見学、

そして料理体験」を実施しました。避難所体験では、災害時には体育館で

夜を過ごす事もあることを想定し、各自ダンボールを使用して寝床の確保

やお風呂に入れないことも踏まえ、お湯でからだ拭きの経験をしました。

子どもたちは「ダンボールハウスでは、寝心地が悪く、物音が気になっ

た。家のベッドで寝ること は幸せだなぁ」など普段の生活に感謝する場面

もあり、防災授業や実技体験を経験し、帰宅してからは学習してきたこと

を親子で話あったり、物が落ちてケガしないように置く場所について意識

が高くなった、日常生活に必要な基本的な習慣を身につける練習ができた

貴重な２日間となったなど色んな感想をいただきました。 

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 

 

鯖江市中河公民館 

中河地区 7月1日現在 前月比 

人口 4,599名 1名 減 

世帯数 1,442世帯 1世帯 増 

〒 9 1 6 - 0 0 3 3  
 鯖 江 市 中 野 町 2 0 3 - 8  
 TEL：(0778)51-3102 
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高 
回シリーズで開催される知識UP講座。 

健康食ブームの中、発酵食品と食品添加物に

ついて仁愛女子短期大学生活科学学科教授小林恭一先生よりご教授をいただきまし

た。食品衛生法上の分類 の中で、添加物はいろいろな種類に分けられて「何が安全な

のか？」や食品に含まれている原材料についての役割や食品パッケージに天然・発

酵・自然・無添加とうたっているが、それはとても

不明確。「このような言葉で惑わされてはいけない

など」食品に対しての示唆に富んでいる内容でし

た。また発酵食品と微生物の関係や納豆、ヨーグル

トお酒についての成分についてなども詳しく教えて

いただき知識を蓄えられたのではないかと思いま

す。次回は！心理学についての講座です。 

皆さんご参加お待ちしております。 

２ 

7/18(木) 

開催！ 

入場行進 

 

たくさんの来場者でにぎやかなお祭りです。 

6/23(日) 

開催！ 

乳 

6/22(土) 

開催！ 

   がんが教えてくれたこと 

   ～ 今を生きる生き方 ～講師は、

乳がんを患った髙橋絵麻先生。がんだと告知され

周りの人たちにカミングアウトするか迷いもあったが子ど

もを守るために心をオープン。結果、周りの方たちが優し

く接してくれるようになり助けられ、乳がんを知ってもら

うと「しこりを触ってもらうキャンペーン」を実施してき

たとの事です。ご自身の実体験を通して語られる言葉の中

で「自分をもっと 大切にしてほ

しい」という言葉は心に響くも

のがあり参加者の多くの方が共

感しているのが垣間見えまし

た。先生はヨガインストラク

ターでもあり、内臓を動かすな

どの体操も教えて頂きました。 

≪内容≫ 
防災教育  ：授業、防災カルタ 
避難所体験 ：ダンボールハウス作り、からだ拭き体験 
見学    ：消防団によるポンプ車操作法 
調理実習  ：カレーライスの下ごしらえ 
防災実技体験：簡易担架作成、車いす搬送 
    てんとうくん（転倒）かいりきくん（怪力） 
    非常食試食、防災資機材倉庫の見学 
 

自分で体温を測り体調管理。 

ポンプ車操作法を見学 

物干し竿と布で簡易担架を作成 ジャッキを使って重たい物を動かす。かいりき君 

野菜の下ごしらえ 

玉ねぎのしぶきで…涙 

班ごとにダンボールハウスを作成 

からだ拭き体験 

内臓を動かして健康！ 

食べすぎは一番の注意！ 


