
“ゆる.ぷら”facebookページ 

 ゆる.ぷらのスタッフがゆる.ぷらのこ 

とやまちづくり、町内外のイベント情報 

などを発信しています。興味がある方は 

「ゆる.ぷら facebook」で検索または右 

のＱＲコードからアクセスしてください。 
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[1] ゆる.ぷら倶楽部 ニュースレター No.80 

今月号の目次 

●ゆる.ぷら施設紹介！ 

 ゆる.ぷらのギャラリー展示スペ

ースについてご紹介します。 

●2 月、3 月の体験会・ギャラ

リーについて 

 ３月の体験会、ギャラリーのお知ら

せ、２月のギャラリーの報告をしま

す。 

●柴田町地域おこし協力隊より 

  八雲神社付属榊流神楽保存会につ

いて。 

●スタッフコメント 

 “ゆる.ぷら”スタッフから一言！ 

 

２ページ目 ４ページ目 ３ページ目 

～ 今月の特集 ～ 

●ゆる.ぷら施設紹介！ 

 ゆる.ぷらには、町民の活動をサポ

ートするさまざまな施設・機能があ

ります。今回は、サロンスペースの

一角にあるギャラリー展示スペース

についてご紹介します。ギャラリー

展示スペースはゆる.ぷらで一番目

立つスペースです。ぜひ、ご覧にな

り、ゆる.ぷらをご活用ください。 

 

２月の雛人形作りの

体験会に参加してい

ただいたみなさま、

ありがとうございま

した。とても好評で、

すぐに定員いっぱい

になってしまいまし

た。またイベントを

開催しますので、ぜ

ひご参加ください。 
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〇どんなスペース？ 

利用できるスペースは、ゆる.ぷらのサロンスペ

ースの一角です。サロンスペースで休憩しながら

ゆっくり見ることができます。 

  イオンタウン柴田は、人通りも多く、通りすが

りにゆる.ぷらの中を見て興味を持ち、立ち寄って

いく方もいます。 

【 ゆる.ぷら施設紹介！ 】 

 

みなさん、ご存知ですか・・・？ 

〇だれが展示できるの？ 

柴田町を活動の拠点にしている、または今後柴田町で活動を考えている政治・宗教・営

利を目的としない団体や個人の方が展示することができます。 

準備・片付けなどは、展示者の方にしていただきます。展示者の方の常駐は必要ないで

すが、展示品の破損・盗難などの責任はゆる.ぷらでは負いかねます。 

〇どんな展示ができるの？ 

趣味や特技の紹介、自治会、市民活動団体、ＮＰＯ関係者などによるまちづくり活動紹

介などさまざまな展示ができます。ただし、宗教・政治・営利に関する展示はお断りして

います。 

 

- フェルトのおひなさま - - 84歳の方が作った押し絵 - 

- 陶器に描かれたトールペイント - 

- 凍み豆腐の彫刻作品 - 

ギャラリー展示スペース利用者募集中！ 

４月以降、ギャラリー展示スペースを予約することが

できます。利用期間は、原則２週間ごととなります。 

もし、各団体で活動している方や、趣味で作った作品が

たくさんある方などで、興味のある方は、ゆる.ぷらにお

問い合わせください。 



●12 日（日）夢尾見太郎「おしゃべり口笛コンサート」 

 

●26 日（日） 「しばたおもちゃ病院開院」 

 

テーマ：「♪あんな話、こんな話♪」 

時 間：13：30～14：00 

“ゆる.ぷら”にて 開院します！ 

  時間：10：00～12：00  

※部品を交換した場合、実費を

いただくことがあります。 

●５日（日）13：00～14：00 

●26 日（日）「 みやぎ民話の会 」 

 

～柴田民雄氏による季節に合わせたお話し会～ 

 時間：13：30～14：00  

【今回のプログラム】～春の語り～ 

① 「梅にうぐいす」 ②「花咲じさ」 

●３月７日（火）～３月 19 日（日） 

●１月 31 日（火）～２月 12 日（日） 

●３月２０日（月・祝）～４月２日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

来館者の皆さまが書いた書き初めを１月末から２月にか

けて展示しました。２月に入ってからも多くの方々に書き

初めをしていただき、たくさんの作品を展示することがで

きました。書き初をされた方の中には、筆を持ったことのな

い幼児や、久しぶりに書き初めをしたというご年配の方な

どさまざまでした。また来年も開催しますので、お楽しみ

に。 

ゆる.ぷら インフォメーション 
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【 ２月のギャラリーの様子 】 

「皆さんの知ってる曲を楽しく歌います。」 
【 曲目 】 
♪亜麻色の髪の乙女 
♪峠の我家 
♪晴れたらいいね 他  
♫ フルート演奏 ♫ 

 

 

←２月のコンサート
風景より 

【 ３月のギャラリーのご案内 】 
聴きに来てね♪ 

「女声コーラス コンセール･アミ  
スプリングコンサート」開催 

 

写真を上手に撮りたい！と言う方を対象に、 

写真の撮り方教室を開催します。 

１． カメラの基本 

２． 写真上達の６つのステップについて、事例を使って説明します。 

募集人数：15 人 

講師：フォトマスター 曳地秀一 氏 

●22 日（水）10：00～12：00 

 

「写真の撮り方教室 ”写真を楽しもう” 」 

 

桜は、日本人の心の花。 

長かった冬が終わりを告げ、桜の季節がやってきます。鈴木

氏が撮影した桜をご紹介します。美しい桜に会いに行きません

か。 

「鈴木久雄氏 桜の写真展 ～さくら日和～ 」 

 

「みんなの書道展 in ゆる.ぷら」 

 

「杉山重夫氏 風景水彩画作品展」 

 
水を張った田んぼに映る山並み、四季折々の風景。日々のウォーキング中に

出会った柴田町の美しい風景を水彩画に表現しました。 
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 ★“ゆる.ぷら”とは？ 
 町民のみなさんや地域コミュニティ、市民活動団体など
による、まちづくり活動を総合的に支援する施設です。町
民、自治会、学校や企業のみなさんとの間で協働によるま
ちづくりを推進することも目的としています。 
★“ゆる.ぷら”の機能は？ 
①まちづくり活動の場の提供 
 会議やイベント、印刷、活動報告や作品展示など 
②まちづくり活動に関する情報の収集・提供 
 チラシ・ポスターの受付、ボランティア・助成金情報など 
③まちづくり活動に関する相談への対応  など 

【 柴田町地域おこし協力隊より 】 
柴田町地域おこし協力隊佐藤です。 

今回は、八雲神社付属榊流神楽保存会（やくもじんじゃふ 

ぞくさかきりゅうかぐらほぞんかい）さんを取材しました。 

柴田町には、４つの神楽保存会がありますが、若い方が多く 

所属されているのはここの保存会ぐらいだそうです。八雲神 

社付属榊流神楽には、「四方堅舞」、「奉幣舞」などさまざま 

な舞の種類があります。昔から舞ごとに隠語が使われ、舞は 

門外不出にしていたそうです。神楽とは、舞を神様に奉納し、 

神様を喜ばせたり、慰めたりすると言われています。また、 

踊り手たちは、踊ることで身体に活力がみなぎるとも言われています。神楽は、どんと祭や地域

のイベントで奉納されています。 

練習を見学させていただいたとき、寒い中でしたが保存会 

の皆さんは汗を流しながら練習をしていました。私も小太鼓 

を叩かせてもらいました。神楽と聞くと、複雑なものだと思 

いますが、意外にもリズムのパターンは２つだけでした。「タ 

ンタタタンタン・タタンタタンタン」というリズムですが、 

手の左右がいつの間にか逆になってしまいます。若い人の中 

には、小学生のときに神楽をやりたいと八雲神社に来た人も 

いるそうです。 

神楽をやってみたい、興味があるという方は、ゆる.ぷらの佐藤までご連絡ください。また、今回

取材にご協力いただいた皆様ありがとうございました。 

柴田町地域おこし協力隊は HP や Facebook、Instagram で情報発信を行っています。ぜひ一度

アクセスしてみてください。「宮城県柴田町地域おこし協力隊」で検索、または下記ＱＲコード

でアクセスください。 
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間もなく３月 11日、あの震災から６年が経ち

ますね。私の家の庭の梅の花は、今年も綺麗

に咲きました。3月はスプリングフラワーフェ

スティバルが初めて開催されます。春の暖か

さや桜が恋しくなる季節ですが、まずは梅の

花で春の初めを感じましょう。 

ゆる.ぷらスタッフ（平間）  

[4] ゆる.ぷら倶楽部 ニュースレター No.80 

柴田町地域おこし協力隊  佐藤 祥多  

(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） 開館時間 10：00～18：00 

TEL 86-3631  FAX 86-3641 E メール yurupura@town.shibata.miyagi.jp 
<３月の休館日：６日（月）、１3 日（月）、21 日（火）､27 日（月）> 

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

イオンタウン柴田のここです！ 
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