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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.14

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.どんなイベントを交流館で開催してほしい？皆さんの意見をお伝えします！
スケジュール ▶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は言葉の壁を超える！！ランチは交流館でいかが？
CANvasを描く▶交流館に関わる「ひと」に注目！第5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。

2月8日(金) 宮崎県を拠点に世界で活躍するコンテンポラリーダンスカンパニー
「んまつーポス」さんによるダンスパフォーマンス&ワークショップが開催されました。



Pick up

今月のお題

お花を使って暮らしに彩りを！ “キャンバス”の新しい使い方?!

新たな風吹く交流館

毎週ブイチェーンネモトに出店して
いるお花屋さんFuku Farming Flowersの福塚
さんを講師にハーバリウム講座を開催！

―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。これまでのイベントを通しておこなって
きたアンケートで寄せられたご意見をご紹介していきます！

交流館南側の広場にある巨大キャン
バス。アーティストさんによる絵が描かれて
いますが、壁当てにも適しているようです！

今月のお題

(一社)ならはみらいに短期研修生と
して来ている３人の女子大生が、町民の方を
対象としたお茶会を開催しました！
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料理・アウトドア・キッズプログラミング・ステンドグラス・茶道・
ヨガ・フラワーアレンジメント・カラオケ・外国料理

教室・講座等

ダンスで参加者を魅了！

参加者を巻き込んだ内容が盛りだく
さんだった「んまつーポス」さんによダンス
るワークショプ！笑顔がいっぱいでした！

ミニコンサート・カホン作り・絵画展・オールナイトイベント
音楽・アート

卓球大会・宝探し・バトミントン大会・縄跳び大会・ ボードゲーム
大会・ご飯会・泊まってみたい・LIVEBBQ・1日カフェ

みんなで楽しむ

その他、託児付きのママ向けイベントを開催してほしい！という声も
ありました！いただいたご意見を今後の企画に活かしていきます！



イベントスケジュール
「ふたり」ミニコンサート
フジテレビの「テラス
ハウス」の挿入歌で話
題となり、4thアルバム
は全国各地のCDショッ
プで1位を獲得するなど
大ブレイク寸前のシン
ガー。ライブでは「花
は咲く」「上を向いて
歩こう」「ふるさと」
など皆さんがなどの名
曲も披露いただきます。

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。

あの名作をもう一度！！
◆「家族」
高度経済成長期の日本を
背景に、貧しい一家が開
拓村へ移り住むため、長
崎からはるか北海道へ向
かう長い旅の道のりを描
く。様々なトラブルや不
幸に見舞われながらも、
家族の絆を拠り所に強く
生きていく姿が胸を打つ感動作。
監督：山田洋次 出演：倍賞千恵子
◆「二十四の瞳」
日本が第二次世界大戦を
突き進んだ歴史のうねり
に飲み込まれていく女性
教師と生徒達の苦難と悲
劇を通して戦争の悲壮さ
を描いた名作。
監督・脚本：木下恵介
主演：高峰秀子

第8回映画上映会「家族」(1970)
3/16(土) 18:30～（106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] 学生による楢葉に関わる方々へのインタ
ビュー記事のポスター展です。これまでに作成した
124人分の物語全てを展示いたします。

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」ミニコンサート

3月

第9回映画上映会「二十四の瞳」(1954)
3/22(金) 18:30～（156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！

3/21(木・祝)10:00～14:30 [料 金] 17,000円
[内 容] ベビーマッサージを1日で深く学べる講座！

我が子専属セラピストになろう！ 修了証付
[対 象] 妊婦さん・ママと赤ちゃん・保育士さん
[問合せ] RTA指定スクール すずらんとあーる

(鈴木 090-6259-9024) 

ベビーマッサージ初級講座(ランチ付) 要予約

3/22(金)10:00～14:30 [料 金] 17,000円
[内 容] 赤ちゃんのお肌の知識を1日で学べます！

我が子のお肌はママが守る！ 修了証付
[対 象] 妊婦さん・ママとお子さん(10歳まで)
[問合せ] RTA指定スクール すずらんとあーる

(鈴木 090-6259-9024) 

ベビースキンケア初級講座(ランチ付) 要予約

和布細工教室「ほのぼの」作品展示会
～故郷楢葉で、共に楽しく暮らして～
4/7(日)～4/14(日) 10:00～16:00 ※9日は休館日
[内 容] 和布細工展示・販売・体験。会員募集中。

趣味を通して共に楽しく暮らしませんか？
[問合せ] 代表 髙原カネ子 0240-25-5330

台所用スポンジで野菜作り！
コメリの農業アドバイザー
が、スポンジを使った
水耕栽培の方法を教えま
す！今回の教材は、毎日
使えるサニーレタスやベビーリーフに
加え、美容や健康に良いと人気のパク
チー。土を使わないので、部屋が汚れ
る心配もなし◎日々の世話も、水をや
るだけと超簡単です！他の野菜にも応
用OK♪親子での参加も
大歓迎です！すでに野菜
等を育てている方には相
談会も開催します！！

４月

要予約3/21(木・祝) ①10:00～ ②13:30～
[参加費] 500円 [定 員]各回10名
[講 師] (株)コメリ 農業アドバイザー 佐久山先生

台所用スポンジで野菜作り教室&相談会



交流館には、震災や
復興の様子を学びた
いと福島を訪れた外
国人の方々も立ち寄
ります。この度、イ
ノベーションコース
ト構想推進機構様よ
りご提案いただき、試験的に翻訳機を設置
させていただきました。英語・中国語・韓
国語の３ヶ国語に翻訳可能です。＠受付

お問合せ先
 "��&%������!����������('#��$�
�	��

電 話 0240-25-5670

メール

言葉の壁を超えます！
交流館は原則飲食自
由になっています。
開館以降、利用する
皆さんが思いやりを
持って使ってくださ
っています。お昼の
時間になるとここな
ら笑店街でお弁当やパンを買って訪れる人
もいらっしゃいます。冷蔵庫や電子レンジ
もあるので是非ご利用ください！＠全館

ランチは交流館でいかが？

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き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.�

折坂春奈さん後藤采納さん日野涼音さん

初めて交流館を訪れた時は、広くて明るい空間であることはもちろん、たくさんの想いや工
夫が込められた施設だと知り、驚きました。私たちは、短期研修が始まって5日目で早速
「みんなのリビング」でお茶会を開催。座ると自然に円形になるソファは、簡単に動かすこ
とができ、自分たちのイメージするアットホームな空間を創ることができました。メンバー
内でミーティングをするときに使っているのが2階の和室です。大きな窓から一望できる楢
葉の美しい山々の景色がお気に入りです。私たちは3/8に帰ってしまいますが、楢葉町の皆
さんには、「第２の家」として使ってもらえたらいいなと思います。自宅に一人で寂しいと
き、誰かがいる交流館に来て、ご飯を食べたり、お話してみてはいかがでしょうか。自由度
の高いこの場所を、自分たちなりに色んな形で使ってほしいと思います！

2/11～3/8まで(一社)ならはみらいに短期研修生と
して来ている女子大生です！町民のつながりづくり
をテーマに交流館を拠点に活動しています。

交流館は、
第２のおうちʗ ʗ

新潟県 新潟県 山形県

��	���� ��� 	� �� ���


