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６月２４日(木)に、令和３年度になりはじめての「宍粟市いちのみや社会大学いわみ学園」

の講座を行いました。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、残念ながら２回の講座が中止となりました。今

年度は、大学生８３名、大学院生４１名、学寿生７名、伊和実生１名の合計１３２名の方

に、いわみ学園生として、楽しく有意義に学んでいただきます。 

 
いちのぴあ休館日 

 

７月 22 日 海の日 

７月 23 日 スポーツの日 

８月８日 山の日 

８月９日 振替休日 

令和３年度「いちのみや社会大学いわみ学園」を開講しました。 

年中行事からみるくらしの歴史～春・夏編～ 

講師 … 社会教育文化財課専門員 田路 正幸 さん 

田路さんは一宮町にお生まれになられ、旧・一宮町教育委員会学芸員、その後、宍粟市

歴史資料館でお勤めになられました。平成 22 年～25 年までは、一宮生涯学習事務所の所

長として、本学園の運営にもご尽力されました。平成 26 年以降は、社会教育課長、教育部

次長としてご活躍され、令和２年３月をもって宍粟市役所を定年退職、同４月から、現社会

教育文化財課にて専門員として、ご活躍されています。 

今回の講演は、昨年度から田路さんに依頼

させていただいており、長く延期になってい

ました。 

講演では、教科書や学校では習わない「地

域やくらしの歴史」についてお話をしていた

だきました。カレンダーに書かれている六曜

や干支についての成り立ち、宍粟市内での正

月行事や春の節句などの行事が行われるよう

になったわけなどを教えていただきました。 

学生さんからは「年中行事が身近な 

話題であるのにも関わらず知らないこ 

とも多く、本当の意味を知ることがで 

きてよかった」とお声がありました。 

今後も、新型コロナウイルス感染症予防対策をとりなが

ら、学園生の皆さんに安心して学びに来ていただけるよう、

事務所職員一同、万全を期していく所存です。 

いわみ学園クラブ活動一部再開しました。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、残念ながら、歌謡クラブ、

コーラスクラブの活動はまだ開始できていませんが、書道クラブ、

生花クラブ、パソコンクラブ、茶道クラブは活動を開始しました。 

1 



問合せ先 … 一宮生涯学習事務所 ７２－２３３０ 

  

８月６日（金） 
午後１時 ～ ３時 

免疫力を高めよう！ 

内臓の働きをよくする体の動かし方。 
 

【場 所】いちのぴあ（ホール） 
【対 象】幼児～小学生 
【定 員】１５名 

 
持ち物…タオル 

 

講師：健康体操・水仙教室 

７月３０日（金） 
午後１時 ～ ３時 

俳句で遊ぼう！ 

俳句の作り方を学び詠んでみよう。 
 

【場 所】いちのぴあ（会議室１） 
【対 象】小学生４年生以上 
【定 員】１５名 

 
持ち物…筆記用具 

 

講師：宍粟 句楽会 

７月２９日（木） 
午後１時 ～ ３時 

短歌に挑戦してみよう！ 

日本古来の文化、短歌にふれよう。 
 

【場 所】いちのぴあ（ホール） 
【対 象】小学生 
【定 員】１５名 

 
持ち物…筆記用具 

 

講師：こぶし短歌会 

８月１日（日） 
午前１０時 ～ １２時 

生け花に挑戦しよう！ 

お花をきれいに生けてみよう。 
 

【場 所】いちのぴあ（ホール） 
【対 象】小学生 
【定 員】１５名 

【材料代】５００円 
 

持ち物…はさみ、持ち帰り袋 
 

講師：生け花教室 

８月１９日（木） 
午前１０時 ～ １２時 

写真を楽しもう！ 

いちのぴあ周辺で撮影会をしよう。 
 

【場 所】いちのぴあ（ホール） 
【対 象】小学生５・６年生 
【定 員】１０名 

 
持ち物…あればカメラやスマホ 

 

講師：写真教室 

８月４日（水） 
午後１時 ～ ３時 

世界にひとつのマイコップ！ 

土と親しみ、楽しみながら 
コップをつくろう。 

 
【場 所】生涯学習の館（陶芸室） 
【対 象】幼児～小学生 
【定 員】１５名 

【材料代】３００円 
 

講師：陶芸サークルどんぐり 

８月２２日（日） 
午前９時 ～ １２時 

太極拳で体を動かそう！ 

親子で太極拳に挑戦。 
 

【場 所】いちのぴあ（ホール） 
【対 象】親子 
【定 員】１０組 

 
持ち物…体育館シューズ 

 

講師：太極拳教室 

８月７日（土） 
午前１０時 ～ １２時 

耳から聞く読書！ 

絵本からのステップアップ！ 
おはなしの読み聞かせをします。 

 
【場 所】いちのぴあ（研修室） 
【対 象】小学１年生～３年生 
【定 員】１５名 

 

講師：いちのぴあ図書室 

８月５日（木） 
午前１０時 ～ １２時 

姿勢を良くしよう！ 

骨格、内臓、筋肉から良い姿勢で
学習することの大切さを学ぶ。 

 
【場 所】いちのぴあ（研修室） 
【対 象】小学生 
【定 員】１５名 

 
持ち物…フェイスタオル２枚 

 

講師：健康体操・乙女の会 

７月２５日（日） 
午前１０時 ～ １２時 

家族にありがとう！ 

半紙に絵手紙を書いてみよう。 
 

【場 所】いちのぴあ（ホール） 
【対 象】幼児～小学生 
【定 員】１５名 

 
持ち物…絵の具、描きたいもの 

 

講師：絵手紙教室はなさき会 

登録団体のご協力をいただき「夏休みチャレンジ教室」を開催します。 
 
・全て事前申込制。7/10から募集を開始しているので、すでに定員になって

いる教室もあります。 

・幼児から小学２年生までは保護者同伴で参加してください。 

・汗拭きタオルと水分（お茶など）を必ず持ってきてください。 

・マスク着用でご参加ください。 
 
※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる 
場合があります。 

夏休みチャレンジ教室 
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8 1    8  30 

  
いちのぴあ図書室 
夏休み特別企画展  

 

月 日 日      月   日 月 

いちのぴあ図書室に恐竜がやってくる！ 

夏休み特別企画として、いちのぴあ図書室に恐竜の骨格レプリカが

やってきます！ 

恐竜に関する本もたくさん揃えていますので、ぜひお越しください。 

いちのぴあ図書室（一宮市民協働センター内） 

平日 … 9：00 ～ 19：00 
土日 … 9：00 ～ 17：00 

※ 8 月 28 日(土)のみ 

図書室開館時間 9:00～19:00 

開館時間 

 祝日 8 月 8 日（山の日） 

8 月 9 日（振替休日） 

休館日 

 

記念イベント 

 

吹奏楽団ミニコンサート 
& 絵本の読み聞かせ 

場所 … いちのぴあ交流展示スペース 
 

事前申込制 … 無料・先着 30 名 
一宮生涯学習事務所（Tel 72-2330）までお問い合わせ 
ください。 

日時 … ８月 28 日 土 
土日 … 18：00 ～ 19：00 

オンライン英会話教室 

の おためし 

 

８月２日 から 31 日まで 

通常レッスン１回 700 円が に !! 無 料 

詳しくは一宮生涯学習事務所（Tel 72-2330）までお問い合
わせください。 

高校生・一般コース 

中学 生コ ー ス 

小学 生コ ース 

キッ ズコ ース 期間中の各コースが 
無料受講できます 
（各コース全３回） 

・昨年より（株）学研プラスオンライン英会話教室をいちのぴあ

にて実施しており、現在、小学生から一般の方まで幅広い年代

の方が受講しています。 
 
・内容はインターネットを使用した、外国人講師と１対１のレッ

スン。いちのぴあのパソコンを使用するので、気軽にはじめる

ことができます。 

いちのぴあオンライン英会話教室とは 

自主学習やワーキングなどに利

用できるスペースを図書室内に

設けています。利用したい方は職

員にお声がけください。 

注 意 事 項 

・事前に予約することはできません。 

・他の利用者の迷惑になるような行為

（うるさくする、電話する、自席以外の 

スペースを占有する等）はしないでく

ださい。 

・学習スペース内での飲食は禁止 

です。 

学習スペース 
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※ マスク着用をお願いします。 



テーマ・・・食育 ～安全・安心の食を～ 

自分たちが毎日口にする食べ物について 
考えたことはありますか？ 

安全・安心を食卓に！ 

 

 

 

 

 

書 名 著 者 件名 

ヒソップ亭 ２ 秋川滝美 小説 

医学のひよこ 海堂 尊 小説 

感染捜査 吉川英梨 小説 

スカイツリーの花嫁花婿 青柳碧人 小説 

そのひと皿にめぐりあうとき 福澤徹三 小説 

本心 平野啓一郎 小説 

薔薇のなかの蛇 恩田 陸 小説 

シャキッ！つい怠ける自分を「科学的に」動かす方法 冨山真由 自己啓発 

やりたいことはよくわかりませんが、私の適職教えてください！ 田中勇一 適職 

世界史は化学でできている 左巻健男 化学 

星の王子さまの天文ノート 縣 秀彦 宇宙 

育児やることリスト大全 ninaru baby 育児 

眉の本 レイナ 美容 

大人のためのコーヒー絵本 アンヌ・カロン 珈琲 

【新着図書紹介】 

【移動図書館～ささゆり号～】 

新着図書の一部です。 

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。 

※マスクの着用をお願いします。 

【開 館 時 間】  

月曜～金曜：9 時～１９時 

土曜・日曜：9 時～１７時 
 

【休 館 日】 

７月 22 日 海の日 

７月 23 日 スポーツの日 

７月３１日 館内整理日 

【えほんのじかん】 

【日時】 

７月２５日（日） 

いちのぴあ１階 会議室１ 

絵本の読み聞かせをします。親子でも参加 OK！ 

読みたい本があれば、事前にご連絡ください。 

【７月の運行日】 

７月１７日（土） 

【７月の特集コーナー】 

【８月の運行日】 

８月２１日（土） 

『それでも「好きなものだけ」食べさせますか？』 

『子どもも五感をめざめさせる 味覚の授業』 

『13 歳からの食と農』 

『「いただきます」を考える』 

『日本一の給食レシピ』   

『コロナ後の食と農』   など 

 

 

 

いちのぴあ図書室 

宍粟市の給食センターの取り組みの

一部を展示しているので、ぜひ、ご覧

ください！ 
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８月 8 日 山の日 

７月 9 日 振替休日 

７月３１日 館内整理日 


