2018 年

７月１９日（木）いわみ学園７月講座

和楽器の奏でる音風景
内海いっこうさん、新見美香さん、久保比呂誌さん
に和楽器による演奏を披露していただきました。
力強くリズミカルな太鼓、 篠笛の心に染み渡る澄んだ
音色と津軽三味線、シンセサイザーを取り入れた演奏
は素晴らしく、和楽器の良さを感じられました。受講
生の方からは「暑さを忘れ、元気がでた」
「心が癒され
た」
「日本人として和楽器の音色に心が打たれた」など
の感想があり、大変好評でした。
新見 美香 さん（篠笛）

内海 いっこう さん
宍粟市出身の和太鼓奏者

久保 比呂誌 さん
（津軽三味線・シンセサイザー）

◆ 開館時間
《◆図書室 》
９：００～１７：００

《 貸

館 》

９：００～１２：００
１３：００～１７：００
１８：００～２２：００
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センターいちのみやのロビーに
学習スペースを設置しました！
事務所で受付をしています。
どうぞご利用ください♪
利用可能時間：
午前９時～午後５時
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【休館日】 月曜日・祝日
※月曜日が祝日の場合は、
翌火曜日も休館となります。

しそう青い鳥学級 第 1 回講座
６月２９日（金）センターいちのみやにて「しそう青い鳥
学級」の第 1 回講座を行ないました。
午前の部と午後の部に分け、二つの講座を行いました
ので、その様子をお伝えさせていただきます。

「しそう青い鳥学級」ってなぁに？
視覚に障がいのある方が、社会人として、幅広い
教養や知識などを習得するとともに、広く、市民
との交流をとおして、共に学び支え合い、生きる
喜びを創造することを目的とした事業です。

午前の部：D AIS Y (デイジー)図書を学ぶ
「DAISY（デイジー）図書」とは視覚に障がいのある
方や、文字を読むことが困難な方のために開発された、
デジタル録音図書（ＣＤ）です。
宍粟市立図書館司書の小西亜紗子さん、尾﨑純子さんに
来ていただき、デイジー図書について説明していただき
ました。説明のあと、実際に受講生の皆さんに聴いてい
ただき、デイジー図書を聴くための再生機「プレクスト
ーク」の操作も体験していただきました。講演後、多く
の受講生の方がデイジー図書を借りられており、皆さん
の関心の高さがうかがえました。

午後の部：

オカリナとギターの二重奏を楽しむ
り み

お昼休憩を挟んで、午後からはオカリナ奏者の璃美さん
とギター奏者の田中裕介さんに、二重奏を披露していた
だきました。璃美さんは、オカリナ以外にも、ティンホ
イッスルやローホイッスルなどの、珍しい楽器を
使用されていました。
璃美さんの軽快なトークや、オカリナとギターの
優しい音色に皆さん癒されたようで、リラックス
した表情で聴き入っていらっしゃいました。

いわみ学園９月講座
講演「高齢者のための交通安全教室」
日付
時間
場所

９月１３日（木）
午前１０時 から １１時３０分

センターいちのみや

宍粟警察署交通課交通総務係長

木南 泰治

さん

登録団体の皆様のご協力により、センターいちのみやに
て、夏休みチャレンジ教室を開催いたしました！
８月号と９月号の２回に分けて夏休みチャレンジ教室の
様子をお伝えします。

陶芸かわらけ
７月２２日( 日)

マイカップを作ろう！

今年の夏は異常ともいえる暑い日が続いているため、
クーラーのない陶芸室ではなく、クーラー付きの多目的室
で行ないました。子どもたち、お母さんたち、
そして講師の方々は「涼しくていいなぁ」と
言いながら、マイカップ作りに取り組みました。
新聞紙と紙コップを使って型を作り、そこに粘土を
つけていきます。楽しく、にぎやかに、そして集中
して…。ひとり、ひとりのマイカップが見事に完成！
最後に全員で記念撮影をしました。ハイ、ポーズ！

絵手紙教室
はなさき会
７月２５日( 水)

絵手紙を描こう！

先生から筆のつかい方を教えて
いただいたあと、子どもたちは
思い思いの画材を選びました。
手紙を送りたい相手のことを思い、
一筆一筆を丁寧に描く姿は、真剣そのもの!!
心のこもった絵手紙が完成し、子どもたちも大満足していました。
きっと手紙を送った人たちに喜んでもらえることでしょう♪

ヨガ部
７月２８日( 土)

ヨガとひんやりスイーツで
夏を元気に過ごそう!

子どもたちだけではなく、お母さん方も参加しました。
「は～い、
腕を伸ばしましょう！」
「足を耳のところにつけて～」
「二人で手
を取り合って足も一緒にあわせて」など講師の指示にしたがい、
一生けんめいヨガにチャレンジしました。
子どもたちもお母さん方も、皆さん身体が
とても柔らかいので、びっくり！
ヨガが終わったあとは、みんなでおいしい
おやつ（ゼリー）をいただきました。

８月に実施する「夏休みチャンレンジ教室」の内容につきましては、９月号で掲載させていただきます。お楽しみに！
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六月の雪

乃南アサ

火花散る

あさのあつこ

土地を活かす知恵 人を活かす情熱

鶴蒔靖夫

骨を弔う

宇佐美まこと

自分で直せば断然お得！身のまわりの修理の教科書

西沢正和

道具箱はささやく

長岡弘樹

いちばんわかりやすい最新介護保険

伊藤亜記

ヘイ・ジュード

小路幸也

志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ

志麻

島本理生

煌めくハーバリウム

高橋弘希

寝たままラクやせ！足パカダイエット

松井

薫

畠中

恵

男性更年期・ＥＤをらくらく克服する方法

岡宮

裕

池井戸潤

つらい更年期障害をしっかり乗り越える方法

東京バンドワゴン

ファーストラブ
送り火

直木賞受賞！

芥川賞受賞！

むすびつき
下町ロケット

ゴースト

ニッポンの本屋

著者名
本の雑誌編集部

ハーバリウム普及推進委員会

対馬ルリ子

◆『青色ノート～空と海と魚たち～』
◆『ときめく貝殻図鑑』
今月のテーマ ◎夏の風物詩◎
◆『扇子』
◆『花火』
夏といえば、あなたは、何を思い浮かべますか？
◆『めざせ上級！太鼓とんどこどん』
祭り・花火・風鈴・うちわ・金魚など・・・
◆『育ててみたい美しいスイレン』
夏の風物詩の本を集めました。
◆『ときめく金魚図鑑』
ほか

９月１５日（土）／１０月 20 日（土）
※第３土曜日になります。
場所
時間

はりま一宮学童

三方げんき学童

センター繁盛

9 時 15 分～

10 時 10 分～

11 時～

9 時 45 分

10 時 40 分

15 時

運行状況により、予定時間が前後することがあります。
また、天候などにより、やむなく中止する場合には、
しーたん放送でお知らせします。
電話 72-0090
FAX 72-0541

日時：８月２６（日）
午前 10 時 30 分～１１時
場所：センターいちのみや
お子さんを対象とした絵本の読みきかせを
します！申し込みはいりませんが、時間に
遅れないようお越しください。

