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～ 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） 

新型コロナウイルスに負けない心意気 !! 

 新年度を迎え糸魚川地区の皆様におかれましては、益々ご健勝の

こととお喜び申し上げます。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、生活環境が一

変し、計画しておりました各行事の中止や縮小を余儀なくされる状

況となり誠に残念でなりません。そのような状況下においても、皆

さまが様々な工夫を凝らし、公民館活動の火を絶やさず灯し続けて

いますことに感謝申し上げます。 

 公民館は行事を通じてコミュニケーションやふれあいの場を作

るため、未だコロナ禍にある中、変異株等心配でありますが、ワク

チン接種による収束を期待し、規模の縮小や検温、消毒、密の回避

等安全を考慮して頑張っていこうではありませんか。 

－ ご挨拶 － 

公民館管理運営委員会 

委員長  齋藤 伸一 

≪ 公民館展 ≫ 6/5（土）9：00～17：00 から 6/8（火）9：00～15：00 

会場：公民館 3F大ホール 

入場無料 

 

第 46回 

書画 絵画 絵手紙 切り絵 手芸 

短歌 パッチワーク  リメイク 
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☎025-552-0002 

✰ 

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名で構成され

ています。その他、５名のスポーツ推進委員、青少年育成団体（糸魚川アクトキッズ）の協力を得て、

年間の活動計画を立てて事業を実施しています。     

 

 

✰ 

令和 3年度 糸魚川地区公民館役員等名簿 一覧表  ◎部長 〇副部長 色付は新人 （敬称略） 

 

文化教養部【芸能祭】 

青少年部【昔遊びで GO!】 女性部【料理研修会】 支館長【支館長会議】 

社会体育部【ｽﾏｲﾙﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会】 高齢者部【輪投げ大会】 

 

各専門部の活動   ◎本館事業等の協力・推進及び生涯学習の推進に当たっています。 
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猪股　裕介寺　島 ◎山岸 昌浩 吉岡寿美子 中澤　友子 丸山　春良 下杉　　聡

金平　忠継新　鉄 水嶋　　学 田木　秀行 池原恵美子 木島　菊男 ○磯貝 義信 公民館職員

安田　隆夫上　刈 原　　秀一 高木　　希 中村　由夏 西澤　洋一 斉藤美佐子 池原　栄一

清　崎 齋藤　興司 杉本　泰介 猪又亜理代 平田　敏江 磯貝　幸平 伊藤　高志 谷口　一之
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猪股　　潤 渡辺　　忍京ケ峰 榊原  伸一 五十嵐哲也 冨岡　郁恵 ◎小林 正英 杉本　　恵
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猪股　裕介

高瀬　昭博 金平　裕子 矢島　　武 渡辺　秀和

上　刈 原　　秀一 高木　　希 中村　由夏 西澤　洋一 斉藤美佐子

猪股　　潤

清　崎 齋藤　興司 杉本　泰介 猪又亜理代 平田　敏江 磯貝　幸平 伊藤　高志

渡辺　　忍京ケ峰 榊原  伸一 五十嵐哲也 冨岡　郁恵 ◎小林 正英

蓮台寺 青木　修一 ○早津 健司 矢代　千枝 池亀　知子 松野　　禎 榊　　正喜

◎綱島 達朗一の宮 磯野　　厚

近藤　新二 原　　仁志清水　雄一玉久保　彰○古淵 秀子横　町

金平　忠継

倉又　　玄

新　鉄 水嶋　　学 田木　秀行 池原恵美子 木島　菊男 ○磯貝 義信

寺　島 ◎山岸 昌浩 吉岡寿美子 中澤　友子 丸山　春良 下杉　　聡

青木　和人

公民館職員

杉本　　恵

池原　栄一

谷口　一之

齋藤友紀雄

近藤美和子

地　区 支　館　長 青少年部 女　性　部 高齢者部 文化教養部 社会体育部 青少年育成団体

齋藤　和志押　上 ○中村 文夫 平田　　聡 有水　美保 伊藤　武夫 ◎米田千栄美 吉田　一郎

〇猪又 直人寺　町 渡邉　　勇 猪又　裕矢 赤野　美保 横山　幸雄 石見　　宏 スポーツ推進委員

大　町 髙野　正明 永江　宏徳 相馬美紀子 荒木　一貞 石坂　哲郎 宮澤　克雄 ◎石澤 健一

渡辺登志子緑　町 渡辺　成剛 渡辺　　博 白沢　恵子 愛場　信和 小竹慎太郎 松澤　永元

子田　　修新　七 齋藤　正明 野本　英男 ◎綱島喜代子 鷲沢　勝治 白石　慶子 小柳奈緒美

中　央 川原　繁行 ◎斉藤 光幸 石井　利恵 水野　　孝 磯貝　　直 丸山　　茂 嶋田　友宏

近藤　新二 原　　仁志清水　雄一玉久保　彰○古淵 秀子横　町 倉又　　玄 青木　和人

猪股　裕介寺　島 ◎山岸 昌浩 吉岡寿美子 中澤　友子 丸山　春良 下杉　　聡

金平　忠継新　鉄 水嶋　　学 田木　秀行 池原恵美子 木島　菊男 ○磯貝 義信 公民館職員

安田　隆夫上　刈 原　　秀一 高木　　希 中村　由夏 西澤　洋一 斉藤美佐子 池原　栄一

清　崎 齋藤　興司 杉本　泰介 猪又亜理代 平田　敏江 磯貝　幸平 伊藤　高志 谷口　一之

高瀬　昭博 金平　裕子 矢島　　武 渡辺　秀和 ◎綱島 達朗一の宮 磯野　　厚 齋藤友紀雄

蓮台寺 青木　修一 ○早津 健司 矢代　千枝 池亀　知子 松野　　禎 榊　　正喜 近藤美和子

猪股　　潤 渡辺　　忍京ケ峰 榊原  伸一 五十嵐哲也 冨岡　郁恵 ◎小林 正英 杉本　　恵



健康づくりと親睦を図りましょう。老人クラブ員以外

の方も参加できます。ふるってご参加ください。 

グラウンドゴルフ大会 

にしうみや□ 

  

 

▹と  き ６月１６日（水） 

       ８：２０～１３：３０（予定） 

▹と こ ろ 姫川みなと公園（寺島）  

▹参 加 費 １００円  

▹申 込 み 地区老人会、または直接、公民館へ 

▹そ の 他  個人戦で実施します。 

天寿会・シルバー学級共催事業 

▹期  間 ６月 ～ 令和4年 ２月（毎回 木曜日） 

▹時  間 ９：３０～１２：３０（予定） 

▹と こ ろ 公民館 1F 調理室 

▹講  師 月岡 恵子さん（栄養士） 

▹参 加 費 各回７００円程度    

▹開 級 式 ６月２４日（木）９：３０～ 

▹申 込 み 電話・FAXまたは直接、公民館へ  

 

☎025-552-0002 

栄養も意識した簡単に出来る家庭料理を中心に

実習します。気負わずに、初めの一歩を踏み出しま

せんか。仲間づくりの場としても是非ご参加ください。 

シニア男の料理教室（通年募集） 

▹と  き ６月２７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、内履き（運動靴） 

▹申 込 み 電話・FAX または直接、公民館へ 

▹そ の 他 当日はマスクをご着用ください。 

      水分補給の飲み物をご持参ください。 

 

子どもから高齢者の方まで、だれでも参加で

き、笑顔になる楽しい競技です。新型コロナウ

イルス感染予防に配慮して実施します。 

 

 

 

スマイルボウリング大会 

▹と  き ７月３日（土）10：00～11：00 

▹と こ ろ 能生海岸 

▹講 師 糸魚川市理科教育センター 

      江口聡ｾﾝﾀｰ次長  小池勇作ｾﾝﾀｰ協力員 

▹参 加 費 一人１００円 

▹対  象 小学生と保護者 

▹申 込 み 電話・FAX または直接、公民館へ 

▹そ の 他 後日、詳細を郵送します。 

▹と  き ７月３1 日（土）10：00～12：00 

▹と こ ろ 長者ヶ原遺跡公園 体験学習広場 

▹講 師 糸魚川アクトキッズ 

▹参 加 費 一人１００円 

▹内  容 身近な食材をくんせいに！ 

▹対  象 小学生と保護者 

▹定  員 １０組 

▹申 込 み 電話・FAX 又は直接、公民館へ 

 

☎025-552-0002 

シニア男の料理教室 開催日予定表 

親子の絆を深める自然体験活動や家庭学習の

場です。「生きる力」を身につけ、楽しく活動し

ましょう。回ごとに参加者を募集します。 

 

親子マナビィ教室  

夏祭り、発表会、お遊戯会などのシーンで活かせ

るおしゃれのコツを、プロから学びましょう。 

 

ヘアアレンジ教室（楽しい育児＆育自） 

▹と  き ７月１１日（日）10：00～11：30 

▹と こ ろ 糸魚川地区公民館 2F 多目的室 

▹講 師 猪又 チヱ子さん 

カットハウスパピヨン店主 

▹内  容 親子ヘアアレンジ教室 

▹対  象 3 歳～6 歳のお子様とその保護者、保

護者のみの参加も可。 

▹定  員 親子５組(先着順) 

▹申 込 み 電話・FAX または直接、公民館へ 

天寿会、シルバー学級共催事業開催予定 

１０月１９日（火） 史跡めぐり 

１１月１７日（水） 輪投げ大会 

詳細は後ほど公民館だよりでお知らせします。 

 

第 １ 回 ６月２４日 第４回 １０月１４日  

第２回 ７月２９日 第５回 １２月１６日 

第３回 9月 9日 第６回 2月 3日 



 

 

 

日 曜 内　　容

1 火 パパママ ヨガ教室

1 火 おみちよう祭実行委員会

4 金 シルバー開放日

5
～

8

土
～

火
公民館展

11 金 シルバー開放日

16 水 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

17 木 おしゃべり広場

18 金 シルバー開放日

19 土 おみちよう料理教室

24 木 シニア男の料理教室

25 金 シルバー開放日

27 日 ｽﾏｲﾙﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会

６月の事業予定表
～ 新 鉄 花 の 会 ～ 

 

２０１８年に、新鉄の有志で山乃井神
社の境内に花壇を作製し、今現在も季節
に応じた花を咲き誇らせています。 

春にはチューリップ、夏にはひまわり
等、会員とやまのい保育園の園児たちと
一緒に種植えを行ってきました。今年も
５月１４日に園児たちとひまわりの種植
えを実施しました。 

例年だと咲いた花に囲まれて鑑賞会を
開催していましたが、近年は新型コロナ
ウイルスの流行のため、開催できていま
せん。一刻も早い、新型コロナウイルス
の収束を願うばかりです。開花シーズン
は素敵な空間となっています。お近くに
お越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

猪又 直人 さん 

 （寺町在住） 

 

№256  

ヒト 

№158 

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。 

熱
心
に
花
壇
の
手
入
れ
を
し
ま
す
！ 

～ご趣味は何ですか… 

   子どものころから鉄道が好きでした。鉄道好きに

もいろいろなタイプがあるのですが、私は仲間と一

緒に列車に乗って旅をする、いわゆる「乗り鉄」で

す。小さい頃、毎年家族と一緒に伊勢神宮にお参

りに行っていたのが、鉄道を好きになるきかけだっ

たようです。以前から旧国鉄の線路をすべて乗り

つぶそうという計画を立て、現在まで２万キロくらい

乗っています。今まで行った中では、青森の五能

線、津軽鉄道、北海道の釧網線などが景色の良さ

で印象に残っています。 

   あと、趣味とは少し違いますが、日頃の不摂生が

たたって体重が増えたのでダイエットに挑みまし

た。自転車こぎなどの運動を続けたことによって、

体重を２０キロほど減らすことができました。  
 

～これからは… 

   最近は仕事が忙しく、鉄道の趣味も滞っていま

す。それを復活させたり、料理作りにも挑戦してみ

たいと思います。現在の体重を維持していくのも課

題ですね。 

～地域の仕事をいろいろされていますね… 
 

 

寺町公民支館の体育部の役職について６年目に
なります。押上、蓮台寺、京ケ峰との４地区スポーツ
大会、寺町区の運動会、スマイルボウリング大会な
どの運営を行っています。いままでは活発に活動
をしていましたが、残念ながら新型コロナウイルス
が流行した影響で、昨年からほとんどの行事が中
止になりました。今年も４地区スポーツ大会はすで
に中止となりました。１０月に計画している運動会は
なんとか実施したいと思っています。このような状況
ですと、区民の皆さんが運動不足になって、なかな
か健康維持ができないのではないかと心配してい
ます。 
もう一つ、現在高田北城高校の PTA 会長を務め
ています。北城高校は昨年創立百二十周年を迎え
ましたが、その時に記念講演をする予定だった同
校出身の川崎日香浬（ひかり）さんは、糸魚川の天
津神社に奉納したすばらしい屏風絵の作者です。
PTA の仕事でたびたび糸魚川から出かけていくの
は大変なところがありますが、このような思いがけな
い縁に恵まれるのはうれしいことです。 

 
 
 

✰ 公民館展 実演コーナー✰ 
〘 カルトナージュ プチトリアノン 〙 
カルトナージュ:はフランスの伝統工芸。箱に 
生地などを貼って装飾します。 

 

 
☆日 時 ： ６/６（日） 10：00 ～ 12：00 

フリータイムで、制作過程を紹介します。 

☆場 所 ： 3階大ホール ロビー 

日 曜 内　　容

1 火 パパママ ヨガ教室

1 火 おみちよう祭実行委員会

4 金 シルバー開放日

5
～

8

土
～

火
公民館展

11 金 シルバー開放日

16 水 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

17 木 おしゃべり広場

18 金 シルバー開放日

19 土 おみちよう料理教室

24 木 シニア男の料理教室

25 金 シルバー開放日

27 日 ｽﾏｲﾙﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会

６月の事業予定表

※子ども囲碁教室…全土曜


