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 猛暑の夏が過ぎ、秋を感じることができる季節になりました。 

さて、１１月９日（土）と１０日（日）には、地域の皆さんのご協力を得て「地域文化祭」

が開催されます。この文化祭では、各種教室の皆さんや一般の方々、子どもたちの作品展

示と、地域の皆さんによる各種販売やバザーが行われます。さらに、コーヒーやポップコ

ーンなど、無料でのおもてなしも予定しています。多くの皆様のご来館をお待ちしており

ます。 

 

  

 文化祭開催のお知らせ 
 

日 時  １１月 ９日（土）  午前９時～午後４時 

          １０日（日）  午前９時～午後２時 

場 所  後閑公民館 
 

◇作品展◇ 手芸・機織り・竹細工教室等の作品 

自主教室（書道・水墨画・陶芸・あみもの）の作品 

後閑小学校児童の作品、後閑あさひ・あさひ第二保育園児 

あさひ学童クラブ児童の作品 

一般の作品 

◇催し物◇ 

９日 ごかんまんじゅう・野菜・花の販売、バザー 

〈無料配布〉数に限りがあります 

９日 すいとん、災害時の炊き出し食、コーヒー 

ポップコーン、綿菓子 

１０日 カレー、コーヒー、ポップコーン、綿菓子 

     ※すいとん、カレーは午前１０時３０分～配布予定 
      ※路上駐車禁止です。駐車場満車の場合は三反田公園（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは雨天時 

使用不可）並びにみつぎスーパー様駐車場をご利用願います。 

 

 

＊＊＊作 品 展 出 品 募 集＊＊＊ 
  

文化祭に出品していただく作品を募集しています。公民館の教室で制作した作品や趣味

で作られた作品など、ひとり１～２点の出品をお願いします。 

１０月３１日（木）までに公民館へお申し込みください。大勢の方々の出品をお待ちし

ています。終了後、作品の引取は１１月１１日(月)から１３日(水)までにお願いします。 
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◇スポーツ協会健康ハイキング開催◇    

 

後閑地区スポーツ協会では、７月２０日（土）に健康ハイキングを実施しました。 

 今回は、大正池、河童橋、明神池と各自の体力に合わせたコースを歩きました。途中、

雨の時間帯もありましたが、河童橋周辺は観光客も多く、「人気の上高地」を実感しました。

また、バスターミナルには多くの観光バスが停車していましたが、出発まではアイドリン

グストップという決まりがあり、自然環境保護への配慮が行われていました。 

   

 

 

 

 
 

 

◇第２３回 勤労者協議会納涼祭開催◇ 

    

８月１７日（土）勤労者協議会主催による恒例の納涼祭が開催されました。 

ごかんまんじゅう、かき氷、フランクフルト、焼きとうもろこし等の販売やヨーヨー釣

り、くじ引きもあり、子どもも大人も毎年楽しみな行事になっています。 

今年は雷雨もなく大勢の方々が参加され、楽しい時間を過ごしました。 

                                                   

  

 

 

 
 

 

◇社会福祉協議会支部研修開催◇ 

 

 

社会福祉協議会後閑支部では、８月３０日（金）埼玉県秩父市へ研修に行ってきました。 

 午前中は秩父市役所で研修し、午後は秩父まつり会館を見学してきました。危機管理課

磯田様より、秩父市における「セーフコミュニティ」の取り組みについてご説明いただき

ました。「セーフコミュニティ」とは世界保健機関（WHO）が推奨する国際認証制度であり、

地域の人々みんなで、安全・安心（セーフ）なまちづくりを目指す地域社会（コミュニテ

ィ）のことです。平成２４年９月に７つの対策委員会を立ち上げ、取り組みを開始し、平

成２７年１１月セーフ

コミュニティ認証、平成

２８年３月セーフコミ

ュニティ推進条例の制

定、来年度の再認証に向

けて、更なる安全・安心

なまちづくりを目指し

ているとのことでした。 



 ◇生涯学習推進委員さんのご紹介◇ 

                                                      （敬称略） 

 

◇人権教育推進委員さんのご紹介◇ 

（敬称略） 

 
   

 
 

～人権教育推進委員会からのお知らせ～ 

映画会「わが母の記」 

日 時 11 月 1 日（金） 午後 1時 30分（開場：午後 1時） 
場 所 松井田文化会館 大ホール 

入場料 無料（先着 400人） 
 

講演会 

日 時 11 月 29日（金） 午後 3時（開場：午後 2時 30 分） 

場 所 安中市文化センター ホール 

入場料 無料（先着 800人） 

講 師 飯塚 俊男さん（映画監督/前橋市出身） 

映 画 「陸軍前橋飛行場 

～私たちの村も戦場だった～」 

問合せ 生涯学習課生涯学習係（382-1111内線 2245） 

 

神部 孝之 後閑小学校長 中島 正子 長寿会女性部長 

中村 圭太 後閑小学校ＰＴＡ会長 神宮 ミサオ ヨガ教室代表 

柳沢 栄子 青少年育成推進員代表 田中 春江 機織り教室代表 

上原 メイ子 民生・児童委員協議会長 大工原 芳子 手芸教室代表 

秋山  潔 区長会長 河原田 秀子 フラダンス教室代表 

萩原 治郎 長寿会連合会長 中嶋 豊久 男性の料理教室代表 

河原田 秀子 婦人会長 金井 一代 ﾚｲﾝﾎﾞｰ健康体操教室代表 

武井 直子 後閑ふれあいの会会長 安藤 やすえ ｳｫｰｷﾝｸﾞれきし教室代表 

伊藤 美栄子 母子保健推進員代表 内堀 恵津子 竹細工教室代表 

神部 孝之 後閑小学校長 鬼形 幸子 学識経験者 

河原田 秀子 婦人会長 諸星 美恵子 民生・児童委員 

萩原 治郎 長寿会連合会長 神宮 静子 民生・児童委員 

中村 圭太 後閑小学校ＰＴＡ会長 田中 克子 民生・児童委員 

上原 メイ子 民生・児童委員協議会長 廣井  孝 民生・児童委員 

柳沢 栄子 青少年育成推進員代表 日部 春江 民生・児童委員 

秋山  潔 区長会長 上原 祥子 主任児童委員 

鬼形 輝雄 区長会副会長 田中 とし江 主任児童委員 

佐俣 信之 公民館長 佐俣 優子 更生保護女性会支部長 

中里  稔 学識経験者 名古屋 秀雄 保護司 



 

ふれあい学級活動報告 
 

 

 
 

ﾊﾟｯﾁ和 0区教室 

                                                 

   
 

◇パッチワーク教室◇ 
５月２１日（火）、６月４日（火）、１８日（火）の３回開催されました。磯部在住の増

田公子先生にご指導頂き『ログキャビンのポーチ』という小物入れを作りました。パッチ

ワークが初めてという１２名が参加しました。２種類の生地を１.５センチと縫い代７ミリ

を付けた幅に切り、互い違いに縫い合わせて縦横２６センチの１枚の布にし、さらにキル

ト芯と内布を縫い合わせてからポーチの型紙にそって切っていきます。それから、切った

布にパイピングをしたり、ファスナ

ーを付けたり、脇を巻きかがりした

り、裏地を付けたりと細かい作業が

次々とあり悪戦苦闘しながらも素

敵なポーチが出来上がりました。参

加された皆さんからは、「大変だっ

たけど楽しかった」という感想をい

ただきました。 
 

… 書道教室（夏休み子ども向け）…     … 絵画教室（夏休み子ども向け）… 

開催日：7月 26 日（金）            開催日：7 月 31日（水）、8 月１日（木） 

講  師：吉田 マリ子先生         講  師：小島 千佳先生 

参加者：９名                 参加者：２６名        

   先生のお手本を見て学年ごとの課題を     動物愛護や昆虫との出会い、ふれあい 

一生懸命書き、立派な作品に仕上げる    などをテーマとしたステキなポスター 

ことができました。            を描きました。  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆健康寿命ＵＰ教室◆ ～元気な足腰を保つための身体づくり～ 

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を防ぐトレーニングに取り組んで、いつまで 

も自分の足で歩き続ける身体をつくりましょう！ 

日 時 １２月６日・１３日・20日（金）10：00～11：30 ＊３日間の継続コース 

場 所 後閑公民館 講義室 

講 師 渋川 貴子先生 

定 員 先着 20名 後閑地区在住の方 ※少し膝や腰が痛い方でも参加いただけます。 

持ち物 タオル、上履き、飲み物、筆記用具 ※運動ができる服装でお越しください。 

申込み ささえ愛センター安中 ℡３８２－１１１１（内線 1189）  


