
 

萩原さんは、一時消滅可能性都市だといわれた東京都豊島区の女性を中

心につくられた F１会議の座長を務められ、区の施策として具体的で実

現可能な提案をめざして会議に関わられました。 

女性にとってやさしいまちは、誰にとってもやさしいまちだという

こと、その結果、豊島区が子育てしやすいまち全国１位になったと

いう事例は、田舎でも地域づくりとして活用できるヒントが沢山あ

ると感じました。地域の決め事には、現在もほとんど女性が参加し

ていないことや、３･１１の震災後、自治会長を男女ペアでしようと

している話を例に、地域づくりのカギは、施策等の立案および決定

への協働参画であり、男女協働に必要な考え方は、ダイバーシティ

（多様な人材を積極的に活用しようという考え方）、同質性から多様

性への変換であると教えていただきました。 

最後は、「青い山脈」を替え歌に～２１世紀の明るい参画～を会場み

んなで歌い、和やかに終了しました。 
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８月講座は、いちのみや人権のつどい講演会との共催事業で、「男女

協働で“きらり”と光るまちづくりパートⅡ」と題し、立教大学大

学院教授の萩原なつ子さんにご講演いただきました。 

これからの地域づくりは、固定観念から自由になってもらいたいと

語られた萩原さん。ご自身が妊婦の時に車いすを利用した経験から、

誰かにとって重要なことは、みんなにとって大事だと感じられたこ

となど、男女協働参画について、時折、昭和の歌謡曲「ブルーシャ

トー」や「帰ってこいよ」などの曲を替え歌にして会場のみなさん

と歌いながら、分かりやすく、楽しく教えてくださいました。 

 

【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。 

◆ 開館時間 ◆ 
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10　 月 ×は休館日

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 

 

立教大学大学院教授 

萩原なつ子 さん 

８月４日 (土) いわみ学園８月講座 



太極拳教室の皆さんと、楽しく、和気

あいあいとした時間がすごせました。 

先生の動きを真似ながら、子どもたち

は自分のお気に入りの動きを何度も

繰り返していました。 

先生の明るく元気な声とピ 

アノの音にあわせ、参加者 

の皆さんは元気に体を動か 

したり、歌ったりしました。 

絵本『ねこのピート”かな 

りさいこう”』を使った 

リトミックでは、本を 

読む先生の言葉を繰り 

返したり、歌ったり 

して大盛り上がり！ 

子どもたちだけではなく、 

大人たちもみんな一緒になって楽しい時間を過ごしました。 

先生方が、粘土をたくさん用意してくださっていたので、付き

添いのお母さん方もいっしょにマイコップ作りにチャレン

ジ！四角い粘土を何度も練り、やわらかくしてから、自分の作

りたいコップの形に仕上げていきました。 

根気よく取り組み、全員が世界にひとつ 

しかないマイコップを完成させました！ 

焼き上がりが楽しみですね♪ 

始めに楽器紹介とミニコンサートがありました。初めて見る 

楽器がたくさんあり、子どもたちは興味津々！知っている曲 

が演奏されると大きな声で一緒に歌う子もいました。 

ミニコンサートのあとは自由に気になる楽器 

を触り、音が出るかチャレンジ！コツを教え 

てもらい音が出るとみんな笑顔になってい 

ました。最後は全員で大合奏♪素晴らしい 

演奏になり、みんなで大きな拍手をしました。 

 

伊和神社に移動して、写真

撮影をしました。 

写真がぶれないようにする

構え方や、かっこいい構図

を撮るコツなどを教えても

らい、たくさんの写真を撮 

りました。 

撮影が終わったあとは 

センターいちのみやに 

戻り、どんな写真が撮

れたのかをみんなでチ

ェックし、感想を言い

あいました。 

和紙などの折り紙を、手でちぎったり、 

鋏で切ったりしたものを紙に貼って作る 

ちぎり絵。今回は２枚のちぎり絵を作り 

ました。１枚目に作ったのは来年の干支である猪。 

２枚目は、食べ物や風景など、子どもたちそれぞれが”好きな

もの”を作成しました。太陽と虹、花びらが舞う桜の木、巣か

ら飛び立つハチなど、ひとりひとりの個性が溢れる素敵な作

品ができあがりました♪ 

先生にお花の名前を教えてもらうとこ 

ろから始まりました。 

はじめのうちは緊張して、うまく茎を 

切れなかったり、なかなか手が動かな

かったりしましたが「かわいく生けているね！すごくいい

よ！」と先生から声をかけてもらい得意顔に♪同じ花を使っ

たとは思えないくらい、それぞれに個性がある、とてもかわ

いい生け花が完成しました。 

先生から「濃く描く、薄く描く、かすれて描く事ができると楽

しいですよ！」というアドバイスを貰って、子ども達は水墨画 

にチャレンジしました。花火、金魚、ス 

イカなど、夏の風物詩を描く子もいれば、 

事務職員が構えていたカメラを描く子も 

いました。 

先生に「上手に描けたね、すごい！」と 

褒められ、嬉しそうに何枚も何枚も描く 

子どもたちの姿が印象的でした。 

きらきら光るフクロウのブローチを 

作りました。型紙にそってきらきら 

と光る紐を、ピンセットを使い丁寧に 

貼っていきます。細かい作業に子ども 

たちも悪戦苦闘！分からないときは、先生方に助

けてもらいながら、参加者全員が素敵なフクロウ

のブローチを完成させました。 

ひとりで出来る体操や、ペアでする 

体操など、いろんな体操にチャレ 

ンジしました。 

「毎日健康に過ごすためには,適度

な運動をすることが大切」だと教えてくださいました。 

写真撮影をする職員を追いかけピースサインをする子がいた

り、お子さんを肩車しながら器用に体操するお父さんがいらっ

しゃったりと、とても賑やかで楽しい教室になりました。 

絵本からのステップアップ！として、センターいちのみや

図書室司書が読み聞かせをしました。本のタイトルは『番

ねずみのヤカちゃん』。ろうそくに火を灯し、お話が始ま

ると、子どもたちは目を輝かせて、 

おはなしの世界に入り 

込んでいきました。 

 

 

 

センターいちのみや 

図書室 

８月５日(日)  

歌おう会 

8月12日(日)  
ウキウキ♪リトミック 

手芸･パッチワーク 

8月23日(木)  
フクロウのブローチを 

つくろう 

健生会 

８月３日(金)  

健康なからだを 
つくろう 

陶芸どんぐり 

８月１日(水)  
マイコップを作ろう 太極拳教室 

８月４日(土)  
太極拳で体を鍛えよう 

宍粟市吹奏楽団 

8月18日(土)  

色々な楽器に 
触れよう♪ 

おはなしを楽しもう♪ 
ちぎり絵サークル 

いちのみや 

8月21日(火)  

やさしい 
ちぎり絵かざり 

生け花教室 

8月25日(土)  

 

水墨画教室 

8月28日(火)  
墨で絵を描こう！ 

登録団体の皆様 

ご協力いただき 

ありがとうございました！ 

写真教室 

8月23日(木)  
生け花に 

チャレンジしよう! 
写真を楽しもう！ 



 
  

 

 
  

 

書   名 著者名 書  名 著者名 

一億円のさようなら 白石一文 星空の１６進数 逸木 裕 

新選組の料理人 門井慶喜 咳をしても一人と一匹 群ようこ 

はるか 宿野かほる 極上の孤独 下重暁子 

赤い風 梶よう子 私が誰かわかりますか 谷川直子 

火影に咲く 木内 昇 任侠浴場 今野 敏 

半分、青い（下） 北川悦吏子 情けは宇宙のためならず 須藤 靖 

四十歳、未婚出産 垣谷美雨 権力の「背信」 朝日新聞取材班 

大ぼら吹きの城 矢野 隆 「食べる水」が体を変える ダナ・コーエン 

噛みあわない会話と、ある過去

について 
辻村深月 

ＡＩ時代を生きる子どもの才能

を引き出す対話力 
石田勝紀 

◆『じゃがいも料理大全』 

◆『ケチャップレシピ』 

◆『料理帖 揖保乃糸』 

◆『簡単！おいしい！サバ缶レシピ』 

◆『井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ』 

◆『きのこの常備菜』 

◆『大葉レシピ』 

ほか 

今月のテーマ ◎食欲の秋◎ 

あなたの「○○の秋」はなんですか？ 

今回は「食欲の秋」をテーマに料理の本を集

めました。美味しい秋を満喫しましょう♪ 

10 月 20 日（土）／11 月 10 日（土） 

※10 月は第３土曜日ですが、11 月は第 2 土曜日です。 

場所 はりま一宮学童 三方げんき学童 センター繁盛 

時間 
9 時 15 分～ 

9 時 45 分 

10 時 10 分～ 

 10 時 40 分 

11 時～  

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：９月２２日（土） 

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。 


