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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.17

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
5月20日(月)子育てママサロンの際に行われたヨガの様子です♪お子さんと一緒にママも
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。
楽しくリフレッシュ！双葉郡内からママ達が集まりました！
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. 交流館にはご寄付いただいた本や絵本がたくさん。貸出に賛成ですか？
スケジュール ▶６月以降は、イベントが目白押し！要チェックです！
最新ニュース ▶絵本が増えてます！地域の情報が集まる交流館♪
CANvasを描く▶交流館に関わる「ひと」に注目！第8回目を飾るのは・・・

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

１周年イベント！

祝・令和！異なる書体を展示中！

ここなら笑店街1周年記念イベント

楢葉ファミリーフェスタ開催！
6/29 10:00-15:00
sat [内

市民大学書道部の皆さんの新作は、
「令和」です！４つの書体で書かれた作品を
ずらり展示しています♪是非ご覧ください！

映画上映会やってます♪

@ここなら笑店街

容] 仮面ライダー ジオウ ショー
民謡歌手 根本美希 ステージ
ふわふわ遊具コーナー
縁日(射的・くじ引き)等

さらに!
ここなら笑店街各店舗で500円
以上のお買い物をしていただくと、
素敵な景品が当たるお楽しみ
抽選会に参加できます♪
各店舗でお渡しする抽選券
を抽選会場まで持参ください。
＊詳細についてはチラシをご確認ください。

みんなの交流館ならはCANvas
1周年記念イベント開催！
7/27 [内 容] マルシェやステージ企画・
sat

展示企画等盛りだくさん！

マルシェ出店者大募集!

毎月開催している映画上映会。あの話
題作から、知られざる名作まで様々なジャンル
の作品を上映しています！要チェック！

今月のお題
今月のお題

交
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ハンドメイドの作品やアクセサリー、不要
な衣類や雑貨などを販売してみたい方大募
集!初めての方でもお店を持たれている方で
もOKです! 問合せ・申込みは交流館まで！
詳細は6月下旬に開催予定の説明会にてご説
明致します。 [募集期間]6/1(土)-6/20(木)

―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！

本・絵本の貸し出しに賛成の方が多くらっしゃ
いました。みんなの所有物としてきれいに、
気持ちよく利用できるような仕組みを作った
上で、貸し出しを始められるよう進めて行き
たいと思います。
本を通じた交流を生む方法があればと思って
います♪良いアイデアがある方は交流館スタ
ッフまで教えてください！お待ちしています！

イベントスケジュール
自宅で好みの本格コーヒーを!

6月

「豆を挽いてコーヒーを淹れてみたい!」
紙手紙 体験教室
「甘み、酸味、苦味…？コーヒーの味の
6/4(火) 10:00〜12:00
違いが分かるよう
[講 師] 日本絵手紙協会公認講師 石井 黎子 先生
になりたい!」「自
[参加費] 600円 [持ち物] 持っている方は筆(大・小) 宅で本格 アイスコ
[主 催] 絵手紙 たんぽぽ 渡辺 090-1067-2896
ーヒーを作りたい!」
よさこい体験会「楢葉心一つにプロジェクト」 そんなあなたにオ
ススメの講座です!
6/1(土)・15日(土)・22日(土)・29日(土)
19:00〜21:00 [内 容] よさこい踊り体験会
最悪の出会い、最悪の共通点？
[対 象] どなたでも大歓迎！ [参加費] 無料
人生最後の旅にでる男達の話。
[問合せ] 楢葉天神龍舞 松本光二080-3548-5403
勤勉実直な自動車整備工と、金持ちの
要予約
お家でできる♪
豪腕実業家。出会うはずのない二人が
本格派コーヒーの淹れ方講座〜初級編〜
病院の一室で出会う。そんな二人を結
6/15(土) 13:30〜15:30
[定 員] 12名 [参加費] 300円(材料・お菓子込み) びつけたのは、「棺桶
に入る前にやっておき
[講 師] 高野 幸子さん（移動カフェ Camino）
たいことリスト」。
[持ち物] 手ぶらでOK！マイカップ持参可能
そうして始まった二人
第12回映画上映会
の生涯最後の冒険旅行。
「最高の人生の見つけ方」(2007)
棺桶に後悔を持ち込ま
6/18(火) 18:30〜（134分）[参加費] 無料
ないために。最高の人
[持ち物] 必要な人はクッション・ブランケット
生だったと心の底から
おかし・ジュース付！持込みもOK！
微笑むために。

みんなで歌おう！シンガーLOVEライブ♪

6/22(土) 11:30〜12:00 [参加費] 無料
[内 容] シンガーLOVEによる弾き語りライブ
[対 象] 子どもから大人まで大歓迎！
[主 催]株式会社カフキーノ
[協 力]福島大学相双地域支援サテライト
[問合せ]黒田夏貴 090-5211-7761

要予約
みんなでつくる!
ナラハ・テレビCMプロジェクト企画かいぎ①

6/22(土) 13:30〜16:30 [参加費] 無料
[定 員] 30名 ＊申込締切 6月14日(金)17:00
[対 象]楢葉町に関わりのある方ならどなたでも
[問合せ]楢葉町 政策広報室 0240-23-6150

7月
壱岐焼酎で乾杯！inならは

要予約

7/1(月) 18:00〜20:00 [参加費] 3,000円
[内 容] 壱岐焼酎7蔵飲み比べ
[定 員] 150名 ＊申込締切 6月17日(月)17:00
[対 象] 成人された方ならどなたでもOK!
お子様連れはご遠慮ください。

紙手紙 体験教室

7/2(火) 10:00〜12:00
[講 師] 日本絵手紙協会公認講師 石井 黎子 先生
[参加費] 600円 [持ち物] 持っている方は筆(大・小)
[主 催] 絵手紙 たんぽぽ 渡辺 090-1067-2896

皆で歌おう!弾き語りライブ♪

昨年の福島中央テレビ「24時間テレビ」
に出演し、今年は9月21日(土)にスポー
ツアリーナそうま（相馬市）でお祭りを
開催します。
子どもから大人ま
で楽しめるライブ
なので、みんなで
歌ってカラダを
動かしましょう♪

素敵なCM一緒に作りませんか

楢葉町と環境省による「町のCM制作プ
ロジェクト」がスタートします。ネタづ
くりも、出演者も、すべて参加者が主
役！完成したCMは町内外で放映されま
す。企画会議は6月22日(土)と7月7日
(日)の2回開催します。親子でも、おひ
とりでも、老若男女問わず大歓迎！ふ
るってご参加ください！

壱岐焼酎で乾杯しよう！

震災以降、多くの支援を受け
た長崎県壱岐市との友好都市
締結に向けて、名産である壱
岐焼酎を酌み交わして盛り上
がりましょう！

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。

最新ニュース
絵本が増えています♪

地域の情報が集まる交流館！

交流館キッズス
ペースに絵本を
続々入荷中♪地
域の方々からご
寄付いただいた
絵本ばかりです!
０歳から小学生
までが楽しめる
本が勢ぞろい！パパママが知ってる昔から
の名作もあります。是非ご活用ください！
読み聞かせボランティアも募集中！

CANvas
せいじゅん

vol.7

松本 清淳さん 祐子さん 清太郎くん
オープンなキッズ
スペースがお気に入り!

（山田岡）

交流館には、楢
葉町内はもちろ
ん、浜通りの様
々な情報が集ま
って来ています。
「こんな情報が
あったらいいな」
「このチラシを
置いて欲しい！」などご要望があれば交流
館スタッフまでお気軽にお声掛けください
♪情報発信の拠点を目指します！
山田岡出身の清淳さんと埼玉県出身の祐子さ
ん。3月で1歳になった清太郎くんと毎日賑や
かに暮らしています。いつもお子さんとキッ
ズスペースに遊びに来ている祐子さんにお話
を伺いました。

普段は、子どもと一緒にキッズスペースを利用するために、
平日の昼間に来ることが多いです。子どもを遊ばせている
間は、隣接している和室等でお茶を飲みながら見守れるの
で気に入っています♪いつもキレイに掃除をしていただい
ているのを見ているので、フローリングの床でハイハイさ
せるのも安心！おしゃべりしに来ている地域の方々にも声
をかけていただいて嬉しいです。木製のボールプールは、
息子のお気に入りです！
最近では、楢葉町のママ達が定期的に開催しているサロン
の運営のお手伝いも始めました。子どもと一緒に楽しめる
イベントなど、子育て中のパパママの交流の場をつくれた
らいいなと思っています。

お問合せ先
〒979-0604 メール
福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満260番地

電話

0240-25-5670 FAX

0240-23-6772

メール info@naraha-canvas.com
※ 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。
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