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2015.12.1 ニュースレター第 65 号 

12 月はイベントがいっぱい！ 

オカリナ 

コンサート 口笛 

和箏 

女声コーラス 

グラス絵付け 

アイシングクッキー作り 

リラクゼーション 

コンサート 

コンサート 

体験会 

コンサート 

体験会 

体験会 

６日[sun] 

１３日[sun] 

２０日[sun] 

２３日[wed] 

２２日[tur] 

２３日[wed] 

２５日[fri] 

おいで！ゆる.ぷらの 

詳しくは次のページ！ 

 ギャラリー 

 

 

 

(12/15～27） 

いきいき学園 

『ふたみ会作品展』 

４日[fri]  

第２回 

ギャラリー 

 

 

(12/1～13） 

『オアシス写真展』 
まちづくり相談会 
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【12/4 まちづくり相談会！】～ゆる.ぷらにご相談ください～ 

地域づくりや市民活動をする上で、お困りごとはありませんか？「町内会や自治会をもっ

と元気にしたい！」、「こんな活動がしたいんだけど…」といった、さまざまな相談に対応い

たします。 

☆開催日時：平成２７年１２月４日（金）午後１時から午後５時まで 

☆場  所：ゆる.ぷら（まちづくり推進センター）ギャラリースペース 

☆費  用：無料（予約制※あらかじめ相談内容を伺います） 

☆定  員：４名（団体）     ☆概  要：相談は１回５０分程度 

☆対  象：ＮＰＯや市民団体、自治会などの関係者、これから『なにか』をしたい方 など 

☆問合せ先：ゆる.ぷら（まちづくり推進センター）電話 ８６－３６３１ 

【12月『クリスマスミニコンサート』のお知らせ！】 
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ゆる.ぷら インフォメーション 

Ⅰ．オカリナ Ⅱ．  口笛 

Ⅲ．和箏 Ⅳ．女声コーラス 

６日(sun)14:00～ 

20 日(sun)13:30～ 23 日(wed)14:00～ 

13 日(sun)13:00～ 

第１部 Xmas メドレー 

第２部 ゕニメソング 

・君をのせて 他 

第３部 ジャズ＆ポップス 

・サマータイム 

・トップ・オブ・ザ・ワールド 

・コンドルは飛んでいく 他 

第１ステージ 

・プライド 

・赤いサラフゔン 

・春一番   他 

第２ステージ（フルート演奏） 

・三日月 

・情熱大陸  他 

１.さくら（合奏） 

２.荒城の月（合奏） 

３.ジングルベル 

４.聖夜（きよしこのよる） 

５.ゕメイジング・グレイス 

６.ゆりかごの歌 

７.昴 

毎月第２日曜日、ゆる.ぷらでコンサー

トをしている夢尾見太郎さん。今回はク

リスマスということで 30 分延長です！

また、夢尾見太郎さんの弟子である

Hana ちゃんとのコラボもありますよ！ 

８.涙そうそう 

９.大きな古時計 

10.花 

11.ビリーブ 

12.いつでも何度でも 

13.さんぽ 

14.ジュピター 

第３ステージ 

・赤鼻のトナカイ 

・きよしこの夜 

・翼を下さい  他 

～ １２月のテーマ ～ 

♪クリスマスメロディコレクション♪ ＊＊＊ プログラム ＊＊＊ 

＊＊＊ プログラム ＊＊＊ ＊＊＊ プログラム ＊＊＊ 

宮城県市民講師の“水戸ふぢ”さんによる

オカリナコンサートです！ 

“琴音会”のみなさんによるコンサート！ 

演奏終了後にはお琴体験もできますよ！ 

女声コーラスグループ“コンセール・アミ”の 

みなさんの歌声をお届けします！ 

－ コンサートはすべて入場無料です！－ 



 

【 12月体験会のご案内!! 】 

ゆる.ぷらでは、いろいろな体験会などを実施しています。「自分の趣味を広めたいので会

場を貸してください！」、「こんな体験会ありますか」といったご相談もお寄せください。今

月はこの３つを実施します。申し込みはお早めに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪11月のギャラリー＆体験会の様子です！≫ 

『押し花グループ『夢』作品展』（11/１～11/15） 
 

 

 

  

ギャラリーには、多くの押し花を趣味とする方々が自分
の製作の参考にと熱心にご覧になっていました。 

初めての方も welcome ボードや葉書に丁寧に花

を乗せ、美しい作品を制作していました。次回も多

くの参加をお待ちします。 

§あなたの“夢”を教えて！§ 
－来年１月ゆる.ぷら企画展－ 

ゆる.ぷらギャラリーにあなたの夢を展示しましょう！11 月から

書道コーナーを設けています。いつか叶う“夢”や熱い“想い”

を書いてください。来年１月に展示いたします。みなさんの夢が

ゆる.ぷらを素敵な空間にしてくれます。ぜひご来館ください。 

１２／２２（火）10:00～12:00      

『グラス絵付け体験会』 

＊パール色の顔料を使いグラス

にバラの花を描きます。 

参加費 1,000 円（材料代） 

定 員 8 名（大人限定） 

申込期日 １２／２０（日）まで 

※焼き付けに数日 
掛かりますので 
作品は後日お渡し 
となります。 

 

講師 

カモミール 

富樫享子 氏 

１２／２３（水）10:00～12:00 

『アイシングクッキー作り体験』 

＊世界で一つのツリークッキー 

参加費  500 円（材料費） 

定 員  6 名（4 歳以上） 

持ち物 エプロン・持ち帰り用袋 

申込期日 １２／２２（火）まで 

講 師  髙橋実沙子 氏 

１２／２５（金）10:00～12:00 

『リラクゼーション体験会』 

＊＊膝までのリンパケア＆ 
耳もみ＊＊ 

参加費 セットで、1,000 円 
（使用クリームと消毒代） 

持ち物 フェイスタオル 3 本 
定 員  6 名 

申込期日 １２／２４（木）まで 

講 師 

フットトリーメント柚
ゆず

詩
のうた

： 

山本由香里 氏 

お耳のサロン咲摩
え ま

：明間友紀 氏 
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ゆる.ぷら インフォメーション 

8日と 15日に体験会

を実施しました。 

ゆる.ぷらから 

お願いです！ 



(お問合せ先)  
 ■しばたまち交流ひろば ゆる．ぷら 

（イオンタウン柴田内） 
電話 86-3631  FAX 86-3641 
e メール yurupura@town.shibata.miyagi.jp 
開館時間 10：00～18：00 
<12月の休館日：7日、14日、21日､28日 > 
―12月 29日～1月４日は、年末年始休館― 

 ■柴田町まちづくり政策課 
電話 54-2111  FAX 55-4172 

            

【地域づくり支援員リポート 】 
まちづくり推進センター（ゆる.ぷら）を拠点に地域支援活動をしている「地域づくり支援

員」。その地域づくり支援員からの巡回レポートです。 

 近年、お年寄りと子ども達の交流やこころの触れ合いが少なくなっている中、遊びを通じて世代の

垣根を飛び越える世代間交流を推進している西住小学校と第３０行政区を紹介します。 

第３０行政区 － 楽しい遊びで世代間交流 － 

西住小学校が主催し、第３０行政区の団体が協力して、十数年前

から開催されている「わくわくまつり」が１１月１９日（木）、西

住小学校体育館で開かれました。今年は約２００人の参加があり、

世代を超えてさまざまな遊びを楽しみました。 

子ども達は、縄のない方や竹とんぼの作り方、お手玉などの昔遊

びに挑戦。地域の方々は、学年ごとに企画した出店を訪れたり子ど

も達が考えた遊びを体験しました。 

会場は、昔ながらの遊びを体験し普段と違う楽しさを味わった子ども達と、昔の遊びなどを教えな

がら元気をもらう地域の方々の歓声でいっぱいでした。中でも、区内の方々が約１ヶ月の間に作製し

た「竹とんぼ」が子ども達に贈呈され、全員で飛ばし合った光景

は一番の盛り上がりを見せました。 

 最後に教頭先生から「子ども達は交流会の準備で『協力するこ

と』、『進んで活動すること』を学びました。また、地域の皆さん

や保護者に守られていることを実感しました。」とのあいさつがあ

り、吉田行政区長からは「団体の皆さんは高齢となっているが、

今後も協力していきます。」との話をいただきました。 

 

地域ぐるみで子どもの教育を支える環境づくり、地域の活性化でより良い地域づくりの推進に寄与

する「わくわくまつり」がこれからも継続して開催されることを願うものです。 

柴田町地域づくり支援員  本郷 良治 大内 進 

【しばた１００選情報！】 

 

 

 

 

 

 

 

１２月に入り、今年も残すところ一か月ですね。 

今、ゆる.ぷらには大きなクリスマスツリーがあ

ります。そして今月は、行事が盛りだくさん！こ

れはゆる.ぷらに来るしかないですね！多くの方

のご来館をお待ちしてま～す♪ 

また、みなさんがゆる.ぷらにあったらいいこと

やしてほしいことをお寄せください。楽しい毎日

を一緒に創りましょう。 ゆる.ぷらスタッフより 

ゆる.ぷら インフォメーション 

‐「なわない」の様子‐ 

‐6 年生の企画店「お化け屋敷」‐ 

11月 5日、「しばた１００選」選考委員会が滝口町長へ「し

ばた１００選」の選考結果を報告しました。564 の地域資源

を 100まで選考して頂いた選考委員会のみなさま、ありがと

うございました。３月下旬の発表が楽しみですね。 

↓
右
か
ら
、
滝
口
町
長 

豊
川
委
員
長
、
大
脇
副
委
員
長 
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