
                   9/29（土）～9/30（日） 

               テーマ：明日につなぐ幸せのハーモニー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１８（土）・１９日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修了証も授与されました。 

                          

         

夕食はレトルトカレー！                                                    防災訓練で報告をしました。 

 

 

南公民館講座のご案内 

みなみ親子カフェ  ～ ママのためのランチ付きヨガ講座 ～ 

 

日 時 平成３０年１０月４日（木）午前１０時３０分 

場 所 ３階集会室 ※託児は２階和室 

対 象 親子（親だけの参加も可）先着２０組 ※託児無料 

費 用 １,000円 

申込み １０日（月）～２０日（木）までに田中までメール matane335seed335@excite.co.jp 

 
 

みなみ公民館だより  ９月号 

   (平成３０年９月１日 発行) ７月、１月を除き毎月１日付発行 

編集 蕨市立南公民館 蕨市南町２－２３－１９           №.356 
TEL 048-442-4055・FAX 048-443-0761 

南っ子防災キャンプ無事終了しました！ 

実際に災害が発生し、避難してきた際のシュミレーションとして、館内の確認、避難者の受付から始まり、 

参加型プログラム「イツモ防災クイズ」・「防災プログラム体験ラリー」や防災士 正谷絵美さんをお迎えし

て「女性防災士による市民トリアージ講座」を聞き、三和公園でライフラインの確保として、貯水槽から

の給水訓練をおこないました。公民館に宿泊をした子ども達は、翌日の蕨市総合防災演習で、避難してきた

報告を立派にやりとげました。非常時での様々な体験や防災知識は、いざという時に必ず役立つことと考え

ます。日頃から備えることが大切です。今回ご協力いただいた防災士の皆様、並びに南っ子防災キャンプ実

行委員の皆様、誠にありがとうございました。無事終了できましたこと感謝を申し上げます。 

オープニングコンサート 

≪朗読と音楽で描く色取月≫ 

 

９/３０（日） １０:３０ 開場 

         １１:００ 開演 

出 演 

山本 静子（朗読）南町在住 

西森 由美（ソプラノ）塚越在住 

髙野 眞由美（ピア）南町在住 

展示 

みんなの作品展 

9/29（土）・30（日） 

 10：00～17：00 

点字サークル 

「あじさい」体験＆展示 

9/29（土） 

 10：00～17：00 

販売 
産直野菜販売 

 9/30（日） 

10：00～＊なくなり次第終了 

商和会出店 

 9/30（日） 

 11：00～＊なくなり次第終了 

喫茶みなみ 

  9/29（土）・30（日） 

 10：00～15：00 

利用団体販売 

9/29（土）・30（日） 

 10：00～＊なくなり次第終了 

催し 
子どもサイエンス教室 

 9/29（土） 

 10：00～12：00 

ボッチャ体験教室 

 9/29（土） 

 10：00～15：00 

ダンスパーティー 

 9/29（土） 

 13：30～16：30 

芸能＆クラブ発表  

9/30（日） 

13：00～16：00 

 
詳細は別途お知らせします。 

◆小学生～高校生の 

点字入門教室 
日時 ９月8日（土） 

午前１０時 

場所 南公民館２階団体連絡室 

対象 市内の小学生～高校生 

申込 随時受付中 

 

◆おはなしくまさん 
～おかあさんがするおはなし会～ 

日時 ９月１５日（土） 

午後２時 

場所 南公民館２階和室 

内容 ダンボールでへんなかおを 

作ろう 

◆０歳児ママの 

ふれあい広場 

日時 9月２0日（木） 

午前１０時 

場所 南公民館２階和室 

内容 ミニミニ運動会 

赤ちゃんの下に敷くﾊﾞｽﾀｵﾙをお持ちください  

第２４回みなみ生涯学習フェスティバル  

南っ子防災キャンプ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画展「暁翠生誕 150年記念 暁翠のお手本・画稿 展」 

同時開催 特別展「立原位貫 復刻版画」 

会期：9月1日（土）～10月24日（水） 

休館日：毎週木曜、9/26～30 

入館料：一般600円、中～大学生 500円、小学生以下300円、団体要予約（20名以上） 

企画展は、河鍋暁斎の娘・河鍋暁翠（きょうすい、1868～1935）が今年で生誕 150年になるのを

記念し、暁翠の画業を振り返る展覧会を開催。暁斎の作品と併せて約 40点を展示します。 

特別展は現代の浮世絵師として活躍した立原位貫氏（たちはら いぬき、1951～2015）氏が復刻し

た、暁斎の最初の師である歌川国芳（1798～1861）の浮世絵をご覧いただきます。                             

 
暁翠筆「子供をあやす美人」絹本着色 額装 

着物の袂（たもと）に左手を入れ、幼い子供に向けて、

「いないいないばあ」をしているところでしょうか。子

供のあどけない表情に対し、子供が持っている天狗はい

かめしく、女性の美しさとの対比も際立っています。な

お、父の暁斎には、同じように天狗を持つ西洋の子供を

あやす美人を描いた、同じ構図の版画が残されていま

す。日本の子供に替えて描いた点に、偉大な絵師の父・

暁斎の画業を受け継ごうと努めた、暁翠の工夫が見られ

る作品です。   

夏 色々な経験をし、ちょっぴりたくましくなったかな  くるみ保育園  園長 松本麻紀 

「おじいちゃん、おばあちゃんのところに行って

きた」「海にいったんだぁ」「温泉はいったよ」そ

れぞれの夏の楽しい経験を聞かせてくれる子ども

達の顔は、ちょっぴり日焼けしてたくましくなっ

たようにみえます。 

 先月お伝えした畑で育った大きなすいか。先日、

ついに収穫しました！周囲６３㎝「先生たちのウ

エストと同じくらいかな？（笑）」重さ４.４㎏ 

「私が生まれたときは２.７㎏、みんなが生まれた

時はいくつだったかお家の人にきいてみて。きっ

と誰よりも重たいと思うよ」こんな話をしながら

みごとなすいかを持ったり、なでたり。包丁をい

れるとそれはそれはきれいな赤色が目に入り、お

味のほうもとっても甘くて、笑顔でかぶりつく子

どもたちでした。忘れられないこの夏の思い出と 

なったことでしょう。 

今年の夏は酷暑。気温が高すぎてプールに入れ

ないなんて、私も初めての経験でした。８月も残

り少なくなり、最近は暑さがやわらいできました

が、今度は台風の進路に目が放せません。プール

遊びをもう少し楽しませてあげたいご願うばかり

です。 

９月に入ると今度は１０月６日に向けての運動

会モードになります。保育園のみんなで力を合わ

せてひとつの大きな行事を作り上げていきたいと

思っています。近隣のみなさんにはいつもあたた

かく見守っていただいております。また、音楽と

うでご迷惑をおかけするかもしれませんが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

南小学校ひまわり学級 

新年度も早いもので１学期が終了しました。

国語や算数などの学習を実生活に活かすため

に、７月１８日（水）に、校内の職員に昼食を

提供する「レストランひまわり」を行いました。 

ひまわり農園で収穫したじゃがいもを使った

料理にしようということで、「カレー」を作るこ

とに決めました。そして、パネルシアターでカ

レーの作り方を分かりやすく学んだり、必要な

食材を調べたりしました。当日の午前中は、じ

ゃがいもの皮むきやたまねぎ、にんじんを切る

ことなどの調理に取り組み、午後は、案内や提

供などそれぞれの担当の仕事に責任をもって取

り組みながら、職員と会話を楽しむこともでき

たようで、子供たちは充実した時間を過ごすこ

とができました。 

 

↗５年生は、７月２１日～２３日に林間学校に

一緒に行きました。キャンプファイヤーや、カ

レー作りなど２泊３日を共に過ごせるよう頑

張っていました。また、食事の準備など普段は

経験することのできない活動を行うこともで

きた貴重な３日間を過ごすことができました。 

９月２２日（土）に南小学校運動会がありま

す。南小では、ひまわり学級と一緒に楽しむ時

間を共有することを目的に、ひまわり学級と３

～６年生で一緒にダンスを踊る「交流ダンス」

があります。ひまわり学級では「楽しく音楽に

合わせて体を動かす」ことを目標にして練習し

ています。当日は南小の友だちと「一緒に楽し

む」ことを共有できればと思っています。お時

間のある方は是非南小へお越しください。 

 

 交流プラザさくらからのお知らせ 南町２－２１－２ ４３２－７２７１ 

＜南町児童館＞ 
◎乳幼児クラブ  

 まめっこクラブ     9月１1日（火） 

 とことこクラブ     9月１8日（火） 

ちびのびっこクラブ   9月 ６日（木） 

◎ママのティータイム  

日 時 ９月２５（火）午前１０時～１１時３０分 

 （臨床発達心理士工藤氏来館）自由参加 

◎にこにこランチタイム 

日 時 ９月２5（火）午前１１時５０分～午後1時 

 持ち物 ピクニックシート、お弁当、飲み物 

 対 象 幼児親子、参加自由 

◎交流プラザさくらまつり 

ボランティア募集 

日 時 １０月２７日（土）午前１０時 

 対 象 小学５年生～高校生 

申込み ９月２８日まで直接当館へ 

◎スペシャルイベント 

三味語り人形芝居「ねずみと小判」 

人形劇「なかよし」 

日 時 １０月２７日（土）午前１０時30分～ 

 対 象 乳幼児親子～高齢者 

申込み ９月２０日（木）～当館にて整理券配布無料 

◎さつまいもほり 

日 時 １０月２３日（火）午前１０時３０分 

 対 象 とことこクラブに登録してある親子 

申込み ９月６日（木）～先着順１０組 

参加費 １００円 直接当館まで 

 

＜交流プラザさくら みつわ苑＞ 
●囲碁将棋サロン 

日 時 月曜日～土曜日 午後１時～４時３０分 

対 象 ６０歳以上の方 

●スカイウェル 

交流高圧電位治療器が20分間ご利用いただけます 

利用時間 午前９時～・午後１時～ 

対  象 ６０歳以上の方 

●喫茶ひだまり  

日 時 ９月１９（水）・２６日（水） 

午後１時３０分～３時 

 飲み物 コーヒー・紅茶 一杯５０円 

申込み 整理券配布中 無料 

対 象 ６０歳以上の方 

場 所 交流プラザさくら 

●交流プラザさくらまつり 

 ボランティア募集 

日 時 １０月２７日（土）午前１０時 

 対 象 小学５年生～高校生 

申込み ９月２８日まで直接当館へ 

●スペシャルイベント 

三味語り人形芝居「ねずみと小判」 

人形劇「なかよし」 

日 時 １０月２７日（土）午前１０時30分～ 

 対 象 乳幼児親子～高齢者 

申込み ９月２０日（木）～当館にて整理券配布無料 

 

 

河鍋暁斎記念美術館（南町４－３６－４ ☎４４１－９７８０）７～８月展覧会 


