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【参加者の声】 

・米の研ぎ方も、みそ汁の作り方も知らないので、

家族から料理の勉強をするように言われ参加し

ました。初回からレベルが高すぎて戸惑いまし

たが、頑張ります。       （初参加者） 

・自分の健康維持のために、身体にいい食事を作

りたい。講師の見事な包丁さばきを見ていると、

自分もできそうに思えるが程遠い結果になる。 

       (ちょっとベテラン参加者) 

・家族のために料理を作るのが楽しいです。やっ

と家族に喜んでもらえる趣味に出会えました。 

           （ベテラン参加者） 

 

平成 30年度の男の料理教室を開級しました。 

全８回で、料理の基本の技を学び、教室を通

じて仲間と交流を深め、これからの暮らしをさ

らに充実させていくことを目的とします。 

１回目は、地魚のメバル（セイカイ）料理に 

チャレンジ！包丁を握ったことがないという

料理初心者も、穂苅康隆講師の指導を受け、刺

身と煮つけを完成させました。 

 講師は「何事も経験を積まなければ身につか

ない。最初はへたくそでも、小さい魚を毎日で

もさばいて経験を積んで成長して欲しい。」と

話していました。 
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☎025-552-0002 

   「集まって・楽しく学んで・つなげる」公民館！  
 

 平成３０年度の糸魚川地区公民館活動がスタートいたしました。新

しい公民館役員とともに、運営方針に沿い事業計画に積極的に取

り組むため、皆様のご協力をお願いします。 

 このたび、長年副主事として公民館事業の遂行や事務処理にお

いて貢献された加藤恵美さんが退職され、新たに平成生まれの川

上奈津実さんが就任されました。ぜひ皆様のご指導により、育て

ていただきたいと思います。 

 この公民館を、多くの住民の方々に利用していただき、住民相

互の絆を育むことによって、住んでよかったと思える地域づくり

に貢献していきたいと考えております。皆様のご理解と、多くの

方々の事業への参加、ご協力ご支援をお願いします。 

 糸魚川地区公民館を支える役員は、１４地区の支館長と５部会の専門部員、総勢８４名で構成

しています。その他、２名の青少年育成指導員、６名のスポーツ推進委員の協力を得て、事業を

計画し実施しています。平成３０年度の役員等を、下の一覧表でご紹介します。 

－ ご 挨 拶 － 

平成 30 年度 糸魚川地区公民館役員等名簿 一覧表   ◎部長 ○副部長 （敬称略） 

公民館管理運営委員会 

委員長  齋藤 伸一 

地　区 支　館　長 青少年部 女　性　部 高齢者部 文化教養部

押　上 松木　公博 ◎水嶋　正己 有水　美保 伊井　國夫 関澤千恵子

寺　町 渡辺　　勇 磯貝　　剛 渡邊　晴美 横山　幸雄 石見　 宏

押　上 松木　公博 ◎水嶋　正己 有水　美保 伊井　國夫 関澤千恵子

大　町 髙野　正明 松本　　満 山岸　妙子 荒木　一貞 石坂 哲郎

寺　町 渡辺　　勇 磯貝　　剛 渡邊　晴美 横山　幸雄 石見　 宏

大　町 髙野　正明 松本　　満 山岸　妙子 荒木　一貞 石坂 哲郎

緑　町 渡辺　成剛 山岸　亮太 岩崎　裕子 白澤　賢二 谷村  潔

新　七 ◎猪又　健之 野本　英夫 ◎綱島喜代子 猪又　健之 白石　慶子

緑　町 渡辺　成剛 山岸　亮太 岩崎　裕子 白澤　賢二 谷村  潔

中　央 川原　繁行 斉藤　光幸 堀江由香里 磯貝　芳一

新　七 ◎猪又　健之 野本　英夫 ◎綱島喜代子 猪又　健之 白石　慶子

○加藤 裕介中　央 川原　繁行 斉藤　光幸 堀江由香里 磯貝　芳一

横　町 近藤　新二 清水　雄一 ○古淵　秀子 玉久保　彰 加藤　裕一

○加藤 裕介

横　町 近藤　新二 清水　雄一 ○古淵　秀子 玉久保　彰 加藤　裕一

寺　島 杉本　清隆 柿崎　　豊 杉本　裕子 宮島　和久 山岸　昌浩

新　鉄 唐沢　　勲 横沢　　忍 池原恵美子 木島　菊男 磯貝　義信

寺　島 杉本　清隆 柿崎　　豊 杉本　裕子 宮島　和久 山岸　昌浩

新　鉄 唐沢　　勲 横沢　　忍 池原恵美子 木島　菊男 磯貝　義信

上　刈 原　　秀一 大西　昌宏 高野ともみ 子田　　勉 恩田　　賢上　刈 原　　秀一 大西　昌宏 高野ともみ 子田　　勉 恩田　　賢

清　崎 長崎 英昭 恩田　欽章 猪又亜理代 松澤　勝彦 磯貝　幸平

一の宮 ○山田　秀男 井合正一郎 金平　裕子 矢島　　武 ◎室川　義一

清　崎 長崎 英昭 恩田　欽章 猪又亜理代 松澤　勝彦 磯貝　幸平

蓮台寺 片山　孝士 ○小野　健一 渡辺登志子 冨澤としえ 松野　　禎

一の宮 ○山田　秀男 井合正一郎 金平　裕子 矢島　　武 ◎室川　義一

蓮台寺 片山　孝士 ○小野　健一 渡辺登志子 冨澤としえ 松野　　禎

京ケ峰 榊原　伸一 小倉　瑞穂 根建　美里 ◎小林　正英 清水　一信京ケ峰 榊原　伸一 小倉　瑞穂 根建　美里 ◎小林　正英 清水　一信

文化教養部 社会体育部

榊　　正喜

○綱島　達朗◎室川　義一

清水　一信

磯貝　幸平 伊藤　高志

牧江　和人

恩田　　賢 日馬　　澄

猪又　大輝

松野　　禎

磯貝　義信

山岸　昌浩 恩田　大士

加藤　裕一

○加藤　裕介 鷲澤　和弥

◎原　　仁志

野本　達也白石　慶子

谷村　　潔 岩崎　弘志

石坂　哲郎

猪又　直人石見　 　宏

関澤千恵子 川原　隆行

橋立　智幸

社会体育部 青少年育成指導員

猪又　直人 大西　順子

◎中川　 忍川原　隆行

スポーツ推進委員橋立　智幸

野本　達也 渡辺登志子

◎石澤　健一岩崎　弘志

鷲澤　和弥 小柳奈緒美

◎原　 仁志 後藤　健一

橋本　保宏恩田　大士

嶋田　友宏

日馬　　澄

猪又　大輝

榊　　正喜

○綱島 達朗

伊藤　高志

牧江　和人

支　館　長

○山田　秀男

榊原　伸一

長崎　英昭

原　　秀一

片山　孝士

唐沢　　勲

杉本　清隆

近藤　新二

川原　繁行

◎猪又　健之

渡辺　成剛

髙野　正明

渡辺　　勇

松木　公博
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▹と  き ６月８日・２２日（金）午前 

▹と こ ろ  糸魚川地区公民館 2F 和室 

▹講 師 金子 平さん 

▹内  容 全国の楽しい民謡 ほか 

▹対  象 概ね６０歳以上で踊りが好きな方 

※お気軽にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

金子平先生の民謡踊り教室 

▹と  き ７月１日（日） ９：００～ 

▹と こ ろ 亀が丘体育館 

▹指  導 糸魚川市スポーツ推進委員    

▹参 加 費 １００円 

▹対 象 小学生以上 

▹服  装 運動のできる服装、運動靴 

▹申 込 み 回覧板での募集はしません。電話・FAX

または、公民館へお願いします。 

        

ゲートをくぐり、何投で１０ピンを倒せるか！誰もが

気軽に楽しめ、自然と笑顔になれるスマイルボウリン

グ大会を開催します☺ 

☎025-552-0002 

 にこにこスポーツ大会  

   

 

 公民館展  

 今年で４３回目を迎える公民館展。公民館で生

涯学習の活動をされている皆さんの展示会です。日

ごろの活動の成果をご覧ください。  

▹と  き ６月９日（土）～ １２日（火） 

９：００～１７：００ 

※１２日（火）は１５：００まで 

▹と こ ろ 糸魚川地区公民館３F 大ホール 

▹展示作品 絵画、絵手紙、書道、短歌、写真、切り絵 

手芸    

※期間中、３Ｆロビーにて、好望こまくさ様よりお

菓子等の販売があります。 

 

 

 

～管理運営委員とは～ 

 地区の皆さんのご意見をお聞きして、より良い公民館事業を行うため、公民館の基本方針・事業

等を決定する機関として設置された委員会です。地区内の各分野から選出された委員により構成さ

れ、任期は 2年です。                            （敬称略） 

 
役　職 氏　名 選　出　区　分 役　職 氏　名 選　出　区　分

委員長 齋藤　伸一 区長会代表 委　　員 本間　英晴 公民館利用団体代表

副委員長 猪又　健之 支館長会代表 〃 橋本　敬子 公民館利用団体代表

委　　員 山本　　修 市立学校長代表 〃 水嶋　正己 青少年部代表

〃 渡邊　謙治 学識経験者 〃 綱島喜代子 女性部代表

〃 樋口　和子 学識経験者 〃 小林　正英 高齢者部代表

〃 大島　證道 青少年育成団体 〃 室川　義一 文化教養部代表

〃 中川　　忍 青少年育成団体 〃 原　　仁志 社会体育部代表

〃 石澤　健一 体育関係団体 　　　※任期：平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日

ﾎｯｺﾘ広場：親子ふれあい広場 
 

▹と  き ７月１４日（土） 

１０：００～１２：００ 

▹と こ ろ 糸魚川地区公民館 2F 多目的室 

▹参 加 費  無料 

▹対  象 乳幼児とその保護者 

▹申 込 み 不要 

▹そ の 他 出入は自由です。 

 

 日常生活における親と子の絆をより深めることがで

きるよう支援します。今回は、子どもの豊かな心を育

む「おもちゃの広場」です。お気軽にご参加ください。 



 

 

 

～ 区民交流会について～ 
 

４月２２日（日）に区民交流会を開催
しました。 

第１部は小学生と年配の方々との異世
代交流会。チーム対抗の輪投げや宝引き
などのゲームを行い、豪華な景品めざし
て一喜一憂しながら楽しい時間を過ごし
ました。 

第２部は区民の皆さんを対象としたお
花見の会。老人クラブ『健寿会』の皆さ
んに作っていただいた豚汁を食べ、ビン
ゴゲームやじゃんけん大会をして区民同
士の交流を図りました。 

参加者は総勢８０名で、普段なかなか
話すことができない方と交流を深めるよ
い機会となりました。 

倉若 正美 さん 

（寺町在住）  

 

№220 

ヒト 
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このコーナーでは、各地区でいきいきと暮らしている方々をご紹介しています。 

真
剣
な
顔
つ
き
で
ゲ
ー
ム
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～ご趣味は 

 演劇が好きでアマチュア劇団に所属していま

す。「糸魚川舞台芸術集団シーシャイン」という

市委託団体にも所属していて、年１回は何らかの

舞台に上がっています。毎年夏に行われる「お化

けの館」にも参加しています。 

 また、車の運転が好きなので、休日はほとんど

ドライブに出かけます。ここ数年は、年に一度の

楽しみとして、車で一泊の一人旅に出ています。 

 あとは趣味というか、一日の終わりに飲む熱燗

が楽しみの一つですね。 

～これからは… 

   あまり先のことは考えない行き当たりばった 

りな人間なんで（笑）。 

  以前はわりと何にでも興味を持ち、好奇心が旺 

盛だったんですが、最近はそうでもなくなりまし

たね。歳ですかね。 

まあ、気負わず力まず、自分にできることを

探して、ぼちぼちとこなしていければ、と思って

います。 
 

 

～寺町区ではどのような活動をしておられますか… 

上刈から寺町に嫁いで２６年目になります。い

つのまにかこちらでの生活のほうが長くなって

いました。 

  伝統行事に深く携わる地区なので最初はとま

どいましたが、子どもが入学し、地区ＰＴＡに関

わり、さまざまな行事に参加するようになってか

ら、少しずつ寺町の皆さんとなじんできました。 

  また、一昨年まで米屋を営んでおり、押上寺町

商工連盟に加入していたので、琴平神社宵宮祭り

の夜店の手伝いなども長い間やりました。 

 昨年から寺町公民支館の役員を引き受け、今は

まだ年間の活動の流れを把握するので精一杯な

感じですが、いろいろとお手伝いをさせてもらっ

ています。 

  頼まれると何でも簡単に引き受けてしまうの

で、後で困ったりもするのですが、自分が誰かに

お願いしたり、誘ったりした時に断られるとへこ

むタイプなので、人からの依頼は極力断らないよ

うにしています。 
 

 

※子ども囲碁教室…全土曜日 

日 曜 内　　容

1 金 シルバー開放日

8 金 シルバー開放日

9 土

～ ～  公 民 館 展

12 火

14 木 男の料理教室

15 金 グラウンドゴルフ大会

15 金 シルバー開放日

21 木 シニア男の料理教室

22 金 シルバー開放日

23 土 ふるさとﾏﾅﾋﾞｨ教室

29 金 シルバー開放日

６月の事業予定表


