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黄葉きらめくなか
さわやか登山を満喫！

GONNA
ファミリーコンサート

TSUKEMEN LIVE 2013

リフレッシュ講座
秋の貝月山登山

ステージに上がって
プロの方と一緒に演奏だ！

プロの演奏家に負けない
歌声を披露しました♪



きたがた演劇フェスタ
期 日 ２月１日（土）～３月23日（日） 会 場 生涯学習センター きらりホール
参加団体 13金ミュージカル、劇団「彗」、春季合同高校演劇祭
問い合わせ 各劇団・団体、生涯学習センター ☎320－2200 後 援 北方町・北方町教育委員会

13金ミュージカル「CATS」─キャッツ─
【日 時】2月1日（土）午後6時30分 開演

2月2日（日）午後2時00分 開演
【料 金】中学生以上 ￥1,000-

小学生以下 ￥500-
【内 容】
満月の輝く夜、ある街のゴミ捨て場。どこかで見た事がある

ような…ゴミ？
人間に飼い慣らされることを嫌って、逆境に負けないでしたた
かに生き、強い意志と個性を持つ猫達。今夜は、長老猫が《ジェリクルキャッツとして新しい命を許される
最も純粋な猫》を選ぶ、年に一度の舞踏会。あちこちから集まって来る猫の自己紹介から始まり、やがて夜
明けが近づいた頃、選ばれた１匹の猫が皆の祝福を浴びて天上へ…。
昨年の「CATS」に引き続き、猫達が繰り広げる個性的なダンスや曲がバージョンアップしました。「♪メモ

リー」の美しいメロディとともにお楽しみ下さい。大道具（ゴミ？）も増えましたよ、…探してみてネ。

劇団『彗』 今田亜季作：「恋して侍」
【日 時】3月8日（土）19：00

3月9日（日）14：00、17：00
【料 金】北方町民500円

一般1,500円、高校生1,000円、ペアチケット（２枚）2,500円
【内 容】
ウェディングプランナーの河合朋子は、大好きな仕事に今日

も一生懸命。職場の中堅としてやり甲斐も感じている。
でも、自分の事となると結婚どころか恋愛にも鈍感だった。

今日も上司のムチャ振りにもめげずに頑張っていたが、突然、ありがた迷惑なおせっかい侍の松井武次郎の
おかげで仕事は散々。ハチャメチャになってしまう結婚式の段取り。
それでも松井は「やり遂げたい」と申し出る。現代に来てしまった侍が巻き起こすドタバタの中で、仕事

や恋に真剣に向き合おうと考える女性を描き出す、劇団『彗』初のチャンバラ活劇。
今回は、アクションパフォーマー集団のＴＥＡＭ垣んちょとのコラボレーション公演です。迫力ある殺陣

にもご期待ください。

岐阜県高等学校文化連盟 演劇部会岐阜地区春季合同公演
【日 時】3月22日（土） 3月23日（日）
【料 金】無料
【内 容】
今年も岐阜地区の高校演劇部が参加します。高校生たちの

熱い演劇をぜひ見に来てください。
＜昨年度参加高校＞
本巣松陽高校、岐阜北高校、富田高校、岐阜高校、加納高校、
岐山高校、関商工高校、鶯谷高校、長良高校、岐阜農林高校
以上10校の演劇部
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「小さくとも 忘れ得ぬ あの日・あの時・あの出来事」

第8回テーマ 一般の部・子どもの部

くらしの中には、一見、見過ごし、見逃してしまいがちな小さな営みの中に、実は
「心の糧」となるものがある。そうした心の糧は、小さなことであっても心が癒され、
元気や勇気をもらい、明日の希望や生きがいにつながるものである。そうした小さくとも・
元気がでる・きらりと光る「心の糧」を全国から公募し、北方町から発信しています。

記念講演

山本コウタローさん

「やさしい勇気」
～ひと と ひとのよりよい関係～

1948年9月7日東京都千代田区生まれ。一橋大学社会学部
卒業。大学在学中“ソルティーシュガー”で「走れコウタロー」が
大ヒットし、日本レコード大賞・新人賞を受賞。大学卒業翌
年には“山本コウタローとウィークエンド”で「岬めぐり」が大
ヒット。TV・ラジオのパーソナリティ・司会をはじめ、講演
等に活動の幅を広げる。1999年白鴎大学教授に就任。

日 時 平成26年1月19日（日）
午後1時30分～午後4時30分

場 所 北方町生涯学習センター きらりホール

第8回

講演テーマ

※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。入場整理券は、生涯学習センターで配布しています。

主催：北方町「未来につなぐ心の糧」作品公募事業実行委員会 後援：文化庁・岐阜県・岐阜県教育委員会
問い合わせ先 北方町生涯学習センター 058ー 320ー 2200

「勇気」

くく あ 時 あれ得ぬとも 忘れ得ぬ あとも 忘れ忘れれ得得ぬ あの日・あの時・あのあの日・あのの時・あの出来 」出出来来事」」

回「未来につなぐ心の糧」
発 表 会

プロフィール

ウエルカム・ライブ「E Komo Maiフラクラブ」
12:40開演

by マナフラサークル

私たちは、この事業を応援しています
●「心の糧サポーターズ」（北方町まちづくり活動助成事業対象団体） ●朗読サークル「ほがらか」2



昭和24年1月26日、日本最古の壁画が描
かれた奈良県法隆寺金堂が焼損しました。そ
の後も文化財の焼損が相次いだことから消
防庁と文化庁では昭和30年に1月26日を「文
化財防火デー」と定め、全国的に文化財防火
運動を展開しています。
町でも文化財保護協会が中心となり毎年

消火訓練を行っています。
消火訓練では、円鏡寺楼門付近で消火活動
の実演や講話を行います。広く住民のみなさ
んに消火訓練の様子を見ていただきたいと
願っています。

●日時 1月24日（金）
10:00～

●場所 円鏡寺楼門付近

1月26日は文化財防火デー

昨年度の様子

●問い合わせ
生涯学習センター
☎320―2200

ふれあい合唱集会
合唱の町 北方を象徴する大切な行事の一つ、ふれあい合唱集会が今年も「きらり」ホールで行われ
ます。
町内の合唱団・サークル・クラブが参加すると共に多くの近隣合唱団体にも参加いただきます。

今回は、町立幼稚園や小学生の歌声も加わります。日頃の練習成果を発表していただきますので、
町民の皆様もぜひさわやかな歌声を聞きにお越しください。

●日時 2月16日（日）
開演 13:00
（開場12:30）
終演予定 16:00頃

●場所 生涯学習センター
きらりホール

●問い合わせ
生涯学習センター
☎320―2200 昨年の合唱集会の様子

入場無料
ぜひお越しください
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講座当日は晴天に恵まれ、救急車・ポンプ車・はしご車など
の乗車体験や、防火服の試着などいろいろな体験をさせていた
だきました。また、実際の出動訓練を間近で
みさせていただき、消防隊員のみなさんの仕
事について親子で一緒に学びました。

北方カワセミ大学では、町内の60歳以上
の方々が「生涯青春」を合言葉に、1年を通
して様々な分野の研修会を行っています。
140名の学級生のみなさんが楽しく交流を
図りながら、充実した日々を過ごしてい
ます。
春と秋には町外研修に出掛け、自然探訪

や健康など専門コースでの活動も盛んに行
われています。
4月より来年度、学級生を募集をします。
詳しくは、次号まなびすとの広場（vol.59）
をご覧ください。

大人気のクリスマスリースづくりの
講座。岐阜農林高校生の阿部 未悠さ
んと大野 那奈さんより農林高校で栽
培されたバラなどのドライフラワーを
使った華やかなクリスマスリースづく
りを教わりました。参加したみなさん
は木の実やリボンなど思い思いに飾り
付けを楽しみ、オリジナルのクリスマ
スリースを完成させました。

11月17日(日) 防災講習会 消防署探検にでかけよう! 秋

12月1日（日）岐阜農林高校ときらりのコラボレーション企画
手づくりクリスマスリースを飾ろう！

で
仕

日々訓練いただいて、
私たちの命や町の安全を
守ってくださって
いるんですね！

家族みんなで防火服を試着！ 訓練の様子を間近で見学！

たくさんのご参加、ご来場 誠にありがとうございました。

町の文化・芸術を披露
平成25年度 北方町文化祭（文化協会・教育委員会主催）
11月2・3日 生涯学習センター・きらりホール

町立図書館 歴史資料展示室

●問い合わせ先
生涯学習センター（☎320-2200）

〈自然探訪研修 伊吹山登山の様子〉

リボンの結び方も一緒に勉強！
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団体名 活動内容
北方町日赤奉仕団 施設やひとり暮らし高齢者の訪問活動、敬老会福祉運動会の手伝いを行う。
松尾会 施設などへ慰問し、芸能活動 (三味線、唄、踊り )を行う。
五和会 円鏡寺公園の公衆トイレの清掃、トイレ周りの草取りを行う。
北方サイエンスクラブ 児童の健全育成、児童を対象に電気と科学の教室を実施。
るるるの会 使用済み切手などの収集及び整理を行う。

AMYクラブ 乳幼児に関わる検診の時など、保健センターでの託児やその他、行事で
依頼があったときの託児を行う。

MTメート デイサービスセンターなどでの音楽療法を行う。

レインボーG 手芸製品をつくり、もちの木のぷちフリやフリーマーケットで販売し、
もちの木へ寄付している。

Boo²( ブーブー ) 療育センターへの送迎を行う。
KS フォーラム 北方町内の清掃活動を行う。(総合体育館、役場などを拠点 )

ハートフルライブ倶楽部 地域の方々に安くて良い音楽などを楽しんでいただけるよう、コンサー
トやライブの企画・運営を行う。

お茶友の会 抹茶の提供を通して、心が和むふれあいの場づくりを行う。
赤ちゃん訪問隊 多世代交流を目的とし、赤ちゃんと一緒に高齢者施設の訪問活動を行う。

ままプラザほっと 託児、親子遊び、クッキングイベント、おしゃべり会などの子育て支援
活動を行う。

ふれあい・グループ 施設などへ慰問し、芸能活動 (寸劇、どじょうすくいなど )を行う。
きらりスタッフ きらりで行われる行事の手伝いを行う。
心の糧サポーターズ 北方町の作品公募事業「未来につなぐ心の糧」のお手伝い。

循環生活を考える会 段ボールコンポストを中心とした循環型社会を進めるための講習会など
を企画・運営を行う。

合
ね む
歓の会 マジックの研究をしつつ、地域イベントに参加し、マジックを通じて明

るく楽しいコミュニケーションづくりを行う。

高齢者見守りボランティア北方 70 歳以上の見守りを希望される方を訪問して、外からの見守りや声か
けを行う。

北方ジュニアリーダークラブ
（KCL）

児童館や子ども会、福祉団体、町行事において年間を通じてボランティ
ア活動を行う。

なごみ会 施設などへ慰問し、大正琴の演奏を行う。

ボランティアで明るい町に！
　北方町では多くの方がボランティアに登録され、多方面にわたって活躍されています。
　また、生涯学習センターと社会福祉協議会ではボランティアをしてほしい人や施設からの相談を受け、ボ
ランティアをしたい人とを結びつける活動もしています。
　ボランティア活動をしてみたい方、こんなお手伝いをしてほしいという方、お気軽にご連絡ください。
　みなさんで支え合いながら、住みよい町にしていきましょう！

●生涯学習センター  ☎320-2200
●社会福祉協議会  ☎324-6550

●現在活動中のボランティア団体を紹介します！
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北方南小学校

畑のお世話もしてくださっている地域の方に
教えていただき、土に人差し指の先を差し込
んで穴をあけ、大根の種を蒔きました。収穫
が楽しみです。

梨農家の方に細かい手順、喜びや苦労につい
て分かりやすくお話していただきました。
大きくておいしい梨をつくるのは、本当に大
変だということが分かりました。

北方小学校

よさこいチーム富有楽猩の迫力ある演技を目
指して、熱い中一生懸命練習しました。運動
会本番では、見ている人に感動を与える「北
小ソーラン」を披露することができました。

本巣消防署の方に、万が一池や川に落ちた時
の対処法を教えていただきました。ペットボ
トルやランドセルなど浮くものにつかまって
助けを待つことが大事だと分かりました。

ボランティア活動はご自分の都合が良いときに無理せず活動することが大切です。
「何ができるかわからないけれど、力になりたい！」という方も是非お気軽にご連絡ください。
活動をスタートさせようと思われたらコーディネーターに連絡ください！

問い合わせ先 :☎３２０－２２００

こんなことなら
できそうだ！ 子どもたちを

励ましたい！
何か手伝え
ないかな？

ふ  ゆう らくしょう
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ぴよぴよ・よちよち教室のお知らせぴよぴよ・よちよち教室のお知らせ
後期

ぴよぴよ教室
H24/4/2～H25/4/1生まれのお子様とママ

●「リフレッシュヨガ教室」
　 日時：1月22日（水）10:00～11:30
　 場所：生涯学習センター 2階 和室　
　 ☆ママのみ参加（託児あり：1名500円）

●「音とリズムで遊ぼう♪」
　 日時：2月21日（金）10:00～11:00
　 場所：生涯学習センター 2階
　 　　　多目的スペース
　 ☆親子一緒に参加

よちよち教室
H23/4/2～H24/4/1生まれのお子様とママ

●「おやこでお絵かき」
　 日時：1月30日（木）10:00～11:30
　 場所：生涯学習センター 2階
　 　　　多目的スペース
　 材料費：500円
　 ☆親子一緒に参加

●「おやこ体操教室入門！」
　 日時：3月13日（木）10:00～11:30
　 場所：総合体育館 2階 柔剣道場
　 ☆親子一緒に参加

●はじめて参加の方はお名前の登録が必要になります。（受講料：500円）
●お問い合わせ・参加お申し込みは生涯学習センターへお気軽にどうぞ
　生涯学習センター　TEL: 320-2200

H26年度前期  町民自主講座
開講者募集のお知らせ

後期  町民自主講座受講生追加募集!! あなたも講師に挑戦

　「町民自主講座」とは、従来の行政が行う
講座とは違い、自ら講師になって行う講座
です。あなたが今までに深めてきた知識や
技術を、その分野に関心のある方におすそ
分けしてみませんか?講師は自分の世界を
教え広める気持ちで、受講生は関心のある
分野をのぞいてみる気持ちで…。
　新たな学びの輪をぜひ広げてください。

●町民自主講座開講までの
　大まかなスケジュール

2月7日 開講希望者説明会

2月下旬 開講計画書の提出
3月初旬 開講講座の検討・決定
4月1日 「まなびすとの広場」
 vol.59で受講生を募集
5月1日 順次開講

開講を希望される方は、必ず生涯学習セ
ンター(TEL:320-2200)へご連絡のうえ、
説明会へお越しください。

●時間　13:00～15:00　　●会場　創作室
●対象　小学3年生以上  10名まで
　　　　(小1・2年生は親子なら可)
●費用　大　人　300円×2回

＋材料費500円=1,100円
　　　　子ども　300円×2回

＋材料費300円=  900円
　うつわ、花入れなどオリジナル作品を作
りましょう。親子でのご参加もお待ちしています。

開講希望者説明会
日時：2月7日（金）　10:30から
場所：生涯学習センター 創作室

～自作の器（やきもの）を作ってみませんか～陶芸
講師：陶芸クラブ 全2回　土曜日

1/18　作器、2/22　色付け

●時間　9:30～11:30 ●会場　会議室B
●対象　一般　15名まで ●費用　300円×6回=1,800円
●持ち物　筆記用具、メモ用紙、お茶
　楽しく詩吟の初歩(発声練習)から始めます。中国・日本の名
詩(漢詩)を練習します。
　みなさんのご参加お待ちしております。
　北方町生涯学習センター窓口にてお申し込みください。

～大きな声を出してストレスを解消します～楽しい詩吟入門
講師：林　幸雄 全6回　水曜日

1/15、1/29、2/12、2/26、3/12、3/26

オリジナルの作品づくりに挑戦！

リフレッシュ講座

ボランティア講座

問い合わせ　生涯学習センター　☎320―2200
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リフレッシュ講座

ボランティア講座

●お問い合わせ　生涯学習センター　☎320-2200

地域福祉啓発事業
防災に強いまちづくり！地域共助・地域協働の仕組みを共に考える
「はじめの一歩は、私から」

社会福祉協議会からのお知らせです

要申込

●日　時　平成26年1月17日（金）13:30～16:30　開場：13:00
●会　場　北方町生涯学習センター  きらりホール
　※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
●料　金　無料（事前の申込みが必要になります　受付 12月2日（月）より開始しています。）
　※申込書は北方町老人福祉センター窓口か北方町社会福祉協議会ホームページから取ることが出来ます。
●内　容　地域福祉を考えることを目的に講演会などを毎年開催しています。

今年度は、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授 萩原なつ子先生と昨年度上映したドキュ
メンタリー映画「普通の生活」の出演者でもあります、東日本大震災滋賀県内避難者の会世話人代表 
遠藤正一様をお招きし講演会を行います。
みなさまお誘いあわせのうえご参加ください。

●主　催　社会福祉法人北方町社会福祉協議会
●問い合わせ
　北方町社会福祉協議会事務局  電話：058-324-6550  〒501-0431 岐阜県本巣郡北方町北方1345番地の2
　ホームページ（http://kitagatashakyo.or.jp/）

　殺菌作用のあるアロマを中心に、アロマテラピーの
基本的な知識を身につけ、実践を交えながら気軽に日
常生活に香りを取り入れ健康増進に役立てる方法を学
びます。
●対　象　町内在住・在勤・在学者
　　　　   (未就学児は保護者同伴)
●日　時　2月15日(土)　 13:30～15:30
●定　員　30名 
※バスボム使用時のお願い
アロマオイル（精油）は赤ちゃんには刺激が強いので
赤ちゃんの入浴時には使用をさけてください。

●場　所　生涯学習センター2階　多目的スペース 
●講　師　日本アロマ環境協会
　　　　　アロマテラピーインストラクター
　　　　　足立 美穂 さん
●材料費　500円（当日集めます）
●申し込み受付
　1月18日(土)　9：00～
生涯学習センター窓口にて先
着順に受け付けいたします。

●申し込み締切
　2月8日（土）まで

アロマの香りで風邪予防！ ～バスボムづくりとハンドマッサージの実践講座～

　見て楽しいバルーンアートは贈り物の一つとしても
用いられます。本講座では基本的な作成方法やキャラ
クターバルーンの作成を学びます。何ができるかお楽
しみに！
●対　象　町内在住・在勤の方
　　　　   (小学生以下は保護者同伴)
　風船が割れる際にでる大きな音で未就学のお子様が
驚かれる事が予想されます。お話をしながら一緒に
つくってあげてくださいね。

●日　時　3月2日(日)　 13:30～15:30
●定　員　30名 

●場　所　生涯学習センター2階　多目的スペース 
●講　師　バルーンアート作家　大橋 あやこ さん
●材料費　150円（当日集めます）
●持ち物　大きめの紙袋
　(作品を持ち帰るため)
●申し込み受付
　2月2日(日)　9:00～
　生涯学習センター窓口にて先着
順に受け付けいたします。

●申し込み締切
　2月23日（日）まで

つくって楽しい！ 贈ってわくわく！  バルーンアート教室
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親子ふれあい教室   の ご 案 内 1・2・3月

ままプラザほっと　☎  323－2675
●1月30日（木）　
工場見学「キッコーマンソイフーズ」
紀文工場見学
参加費　￥100（保険代込）
ヘルシーな豆乳の工場見学
（瑞穂市宝江576－3

PLANT－6の近く）

●2月12日（水）
「アイシングクッキー作り」
材料費　￥500
クッキーにアイシングで凸

デコ
ろう！バレンタインにも。。。

●3月10日（月）
ぷち ほっとフェスタ　入場無料
ポップコーンのおまけ付
子ども用品フリマ、和小物販売、耳つぼジュエ
リーなど
出店者募集しています。（出店料￥500）

●毎月21日
　円鏡寺の門前市で綿菓子・珈琲屋を開催
合言葉で白い綿菓子１個プレゼント♪
合言葉は毎月変わります。 広報をご覧ください。

ままプラザほっと
イメキャラ

町立保育園 南保育園 ☎324－0611　東保育園 ☎323－0577 中保育園 ☎324－8313　北保育園 ☎324－0254

子育て広場　9:30～11:30 各保育園を開放して園児と一緒に遊びます。
●１月16日（木）  製作あそび （簡単なおもちゃを作って遊びましょう。）
●２月６日（木）  お楽しみ会 （今年度最後の子育て広場です。みんなと一緒に楽しく遊びましょう。）
上記以外の毎週木曜日の午前中（9:30～11:30）園庭のみ開放します。
どうぞ気軽に地域の保育園へお出かけください。

図書館　☎ 323－3155
おはなしポケット
０歳～大人まで楽しめるおはなし会
第３土曜日　第４木曜日　10:15～
1月  18日・23日　　2月  15日・27日
3月  15日・27日

携帯・パソコンから
蔵書検索・予約できます
北方町のHP
　http://www.town.kitagata.gifu.jp/
　図書館の蔵書を簡単に調べることができます
　貸出中の資料は予約す
ることができます（カウ
ンターにてパスワードの
登録を受付ています）

おすすめ本棚　本選びの参考に
●ファーストブック
　０歳から楽しめる赤ちゃん絵本があります
●子育て応援！
あかちゃんと一緒に楽しめる絵本の他に、子育
てに役立つあそび、健康、離乳食、ベビーサイ
ン、ベビーマッサージなどいろいろあります
●ビックブック・大型紙芝居
すごーく大きな絵本です
おたんじょう会等でご利用いただけます
●ロングセラー絵本の作家を紹介！
図書館で人気の絵本作家を作品と共に紹介して
います
●外国語を楽しもう！
日本の絵本を外国語に翻訳した作品や外国語の
絵本があります
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親子ふれあい教室   の ご 案 内
保健センター　☎ 323－7600

パパママ学級
場　所：保健センター　前日までに、保健センターへ電話でお申し込みください。☎323-7600

●1月31日（金） 時　間：13：00～15：30 内　容：歯の健康チェック、マタニティビクス
 持ち物：ズボン着用、タオル、上履き用シューズ、飲み物、母子健康手帳

●2月28日（金） 時　間：13：00～15：30 内　容：呼吸法の練習、分娩のお話など
 持ち物：ズボン着用、母子健康手帳

●3月20日（木） 時　間：19：00～20：30 内　容：パパの妊婦さん体験、沐浴体験
 持ち物：ズボン着用・エプロン・母子健康手帳
健康相談
　毎月第4火曜日の午後1時30分～3時30分に、発育測定やお子さんの栄養などについての相談を受
け付けています。育児の心配等どんなことでも、気軽にご相談ください。

児童館　☎323－0254 町立幼稚園　☎324－5721
ちびっこルーム
毎週水曜日　10：00～11：30
(但し学校休業中はお休み)
●対象　乳幼児と保護者
　広い遊戯室フロアーに乳幼児の
おもちゃをいっぱい出して遊んだ
り、手遊び・紙芝居をして楽しみ
ましょう。

なかよし広場
10:00～11:00
●1月16日(木)
　たのしい正月あそび

●2月10日(月)
　みんなの歌や劇を
　みにきてね

子育て支援センター　☎ 324－0254
メルヘン　10:00～11:30
対象：乳幼児と保護者　　場所：子育て支援センター（北保育園内）
●1月14日（火） お正月あそび　たこあげ・絵カードなど
●1月28日（火） 節分・豆まきを楽しもう
●2月 4 日（火） 制作あそび（2･3歳）　おひなさまをつくろう
●2月25日（火） 制作あそび（0･1歳）　おひなさまをつくろう
●3月11日（火） お楽しみ会　みんなといっしょにあそぼう

※メルヘンの日以外でも、センターは気軽にご利用いただけます。
●利用時間　9:30～15:30（土曜日は11:30まで）

など

つくろう
つくろう
そぼう

ただけます。
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黄葉きらめくなか
さわやか登山を満喫！

GONNA
ファミリーコンサート

TSUKEMEN  LIVE  2013

リフレッシュ講座
秋の貝月山登山

ステージに上がって
プロの方と一緒に演奏だ！

プロの演奏家に負けない
歌声を披露しました♪

生涯学習センターへ次の方法でアクセスしてください。(直接来室も大歓迎です！)
〒501-0431　岐阜県本巣郡北方町北方1857　☎320-2200　FAX323-7711
ホームページ　http://www.town.kitagata.gifu.jp/syogai/
E-mail　syogai@town.gifu-kitagata.lg.jp　発行　岐阜県本巣郡北方町教育委員会

大募集
私たちと一緒にボランティア活動しませんか（ホール企画、運営、ご案内など）

★　できる事をできる時に　★　無理せず　楽しく　★
コンサートやボランティアにちょっとでも興味があれば大歓迎です。

お気軽にお問い合わせください。　生涯学習センター ℡058-320-2200

　昨年11月30日（土）きらりホールで開催された「TSUKEMEN LIVE 2013」（ツケメンライブ）
　きらりホールで企画運営のボランティアを行う「きらりスタッフ」の呼びかけで、TSUKEMENと北方小学
校6年生が共演しました。子どもたちは緊張しながらも、優しく爽やかに合唱曲「星唄」を披露し、満員のお
客様から盛大な拍手をいただきました。
　このような企画は、きらりスタッフとしては初の試み
だったため、運営面でいくつかの課題は残りましたが、子
どもたちと同様、きらりスタッフにとっても大変貴重な経
験となりました。
　ご出演いただいた児童とご家族、ご尽力いただいた先生
方、そしてご来場いただいたお客様に心よりお礼申し上げ
ます。

きらりスタッフ企画

TSUKEMEN  LIV
E  2013

ふるさとへの想い みんなに届け!!
～北方小6年生  合唱で共演～


