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みんなの交流館ならはCANvasでの日々をお伝えします。

CANvas LIFE
交流館だより vol.13

Pick up ▶世代や立場を越えて利用されている交流館。ギュギュっと詰め込んでお伝えします！
今月のお題 ▶Q.交流館のイベント情報どんな方法で入手していますか？チラシ？インターネット？
スケジュール ▶２月・３月も講座や映画上映会などイベントが盛りだくさん！要チェックです！
最新ニュース ▶CANvasが海を越えた！？あの楢葉の新しい名産が交流館を彩ります！
CANvasを描く▶交流館に関わる「ひと」に注目！第４回目を飾るのは・・・

1月20日(日)旅するおむすび屋さんの菅本香菜さんによる「ならはならではおむすびワーク
ショップ」の様子。高校生からお年寄りまで、多世代が集い「食」について考えました。

は、楢葉に関わる方々を中心としたお茶飲み
ワークショップの中で語られた想いをもとに設計された施設です。真っ白なキャンバスに
描いていくように、利用する人みんなが主体的に関わり、創っていきます。



Pick up

今月のお題

楢葉ならではのおむすびづくり! 楢葉ファミリーフェスタ開催♪

努力のあと！！

「旅するおむすび屋さん」菅本香菜
さんをお招きして、具材持ち寄りのおむすびづ
くりワークショップを開催しました。

CandleJUNEさん率いるLOVE FOR
NIPPON主催のイベントが開催。LIVEやワー
クショップなど盛りだくさんの内容でした。

―みんなで創る、交流館。
みんなの声を聞いてみよう！ー

CANvasは“みんなの交流館”。利用する皆さんの声をもとに、より使いやすい
施設にしていきたいと考えています。立命館大学の方のご提案で館内に設置し
た「質問コーナー」のお題と回答結果をご紹介していきます！

会津から届いた雪で遊んだり、昔遊
び体験でお年寄りと交流するたくさんのお子
さんの姿が見られました。

今月のお題

大楽院住職の酒主明寛さんが講師を
務める楢葉市民大学書道部による作品を展示
いただきました。随時生徒募集中です。

ど
う
や
っ
て
交
流
館
の

イ
ベ
ン
ト
情
報
を

入
手
し
て
い
ま
す
か
？

インターネット(HP/SNS/タブレット)：46名
紙媒体(広報誌・チラシ)：32名
回答者：計78名
意外にもインターネットで情報を入手
されている方が多くいらっしゃいました。
皆さんに必要な情報が届くよう、色んな
方法を試していきたいと思いますので、
引き続きご意見をお聴かせ下さい。

キャンドル灯るあったかい夜



イベントスケジュール
“んまつーポス”

ダンスパフォーマス&ワークショップ

世界を股にかけて活躍する
ダンサーが交流館に！

「スポーツマン」を
逆から読むと…宮崎
県を拠点に世界中で
活躍するコンテンポ
ラリー・ダンスカン
パニーです！身体表現を通じてコミュニ
ケーション能力や創造力の向上につなげ
るワークショップを実施。今回は多世代
対象のパフォーマンスと併せて開催！
演目:・ACTION GAME WITH 

PHYSICAL SENSATION
・Get on your dancing shoes?

２/8(金) 14:00～16:00
[参加費] 無料 [出 演] んまつーポス

問合せ先の記載がないイベントについては、みんなの交流館ならはCANvas迄ご連絡下さい。

2/19(火)10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00
[内 容] 専門フォトグラファーが赤ちゃんの可愛い

姿を楽しく撮影♪家族フォトもOKです！
[料 金] 3,000円～ (3カットの場合)
[問合せ] RTA指定スクール すずらんとあーる

(鈴木 090-6259-9024) 

ベビーフォト撮影会

第6回映画上映会
「127時間 」(2010)

2/13(水) 18:00～（94分）[参加費] 無料
[持ち物] 必要な人はクッション・ブランケット

おかし・ジュース付！持込みもOK！
要予約

「生きる」を考える名作！
◆「127時間」
登山家アーロン・ラルスト
ンのノンフィクションを基
に映画化された感動的なサ
バイバル・ドラマ。断崖に
腕を挟まれた状態のまま生
と死の間で127時間を過ご
した登山家を襲う絶望と希
望を圧倒的な映像で描く。
◆「人生フルーツ」
夫90歳、妻87歳。雑木林
に囲まれた一軒家は建築家
の夫・修一さんが建てた家
だ。四季折々に庭を彩る70
種の野菜と50種の果実が、
妻・英子さんの手でごちそ
うに。刺繍から機織りまで
こなす妻。ふたりの暮らしから、この国
がある時代に諦めてしまった本当の豊か
さへの深い思索の旅が、ゆっくりと始ま
る。ナレーション：女優・樹木希林。

2月

第7回映画上映会
「人生フルーツ」(2017)

2/23(土) 15:00～（91分）[参加費] 無料
[持ち物] 必要な人はクッション・ブランケット

おかし・ジュース付！持込みもOK！
『ならは31人の“生”の物語』展示会

2/23(土) PM ～3/11(月) [参加費] 無料
[内 容] 県外の学生による楢葉に関わる方々へのイ
ンタビュー記事。これまでに作成した124人分の記
事全てを展示いたします。

3月
インド古典音楽の世界 ~生きるための芸術vol.5~

要予約
3/3(日) ①10:00～ ②14:00～
[参加費] 1,500円 [定 員]各回15名
[講 師] みどり屋 和草(にこぐさ) 和田久幸先生
[持ち物] 汚れが気になる方はエプロン

苔玉(こけだま)教室

3/２(土) 12:00～ [参加費] 無料
[内 容] インド古典楽器のシタールとタブラの演奏
家をお呼びして、本場のインド音楽を体感いただける
イベントです。
[出 演] ヨシダダイキチ(シタール)&KyuRi(タブラ)
[主 催]生きるための芸術。

3/11(月) 13:0５～ [参加費] 無料

NHKラジオ第１「ごごラジ！」
東日本大震災8年特集番組 楢葉町から生放送

3/10(日) 14:00～ [参加費] 無料
[内 容]これまでも仮設住宅等でチャリティライブ
をしてきたアーティスト「ふたり」による生LIVE!

「ふたり」生LIVE

苔玉(こけだま)をつくろう！
人気沸騰中の苔玉！お好きな苗木を
選んで季節の苔玉を作って頂けま
す。土をこねたり苔を貼ったり…初
めての方でも楽しく
ご参加いただけます
よ♪形や大きさも自
分好みにできます！
親子での参加も大歓
迎。苔玉の育て方も
説明します！



展示BOXには町民の
作品がずらり。楢葉
町在住のバングラデ
シュ人、ハクさんが
「皆に母国のことを
知ってもらいたい」
とご家族に頼んで作
ってくださった作品も加わりました。飾り
たい作品がある方はご相談ください！
＠みんなのリビング

お問合せ先
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電 話 0240-25-5670

メール

展示BOXが新しくなってます!
町の新しい名産品と
なりつつある布ぞう
り。制作しているな
らはわらじ組の皆さ
んより寄贈いただき
ました。一つひとつ
異なるデザインにな
っています。スリッパと併せて設置しており
ますので是非ご利用ください！
＠南側出入り口

布ぞうりを導入しました！

メール info@naraha-canvas.com

〒979-0604 
福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満260番地

H  P instagramfacebookホームページ

※ お掛け間違いにご注意いただけますようよろしくお願い致します。

FAX 0240-23-6772

最新ニュース

CANvas��� vol.�

鈴木 春美 さん 会津若松市

避難先の会津でベビーマッサージの先生にお会いしたのがきっかけで、私も資格を取りまし
た。先生になったら故郷でベビマを広めたい！子育て中のママさんの力になりたい！と思
い、会津から通って教室を開こうと考えていました。交流館を訪れた時、とても居心地の良
い空間だと感じ、楢葉町で子育てをされている方の交流の場として、この場所で教室が出来
たらみんな笑顔になって楽しいだろうなと思ったのが開催のきっかけです。多目的室は日差
しが強いと暑くなるので、そこが少し難点ですが、窓が大きく開放的な空間が素敵です！今
後は、妊婦さんを対象にしたり、赤ちゃんの肌について学ぶ教室ができればと考えていま
す。季節に合わせたフォト撮影会もできればいいな♪我が子と一緒に楽しい事をしたい、お
外に出て子育てのお話がしたい、我が子のためになる事を学びたい方お待ちしております！

富岡町出身、会津若松市在住。交流館で赤ちゃんと
ママを対象にしたベビーマッサージ講座や、ベビー
フォト撮影を実施。旦那さんは楢葉町出身。

ハイハイをする
赤ちゃんにも

安心！
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