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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. 25

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 ▶︎大盛況に終わった新春イベントの様子をお伝えします！
スケジュール ▶︎2月も、交流館の使い方の幅がさらに広がりそうなイベントが目白押しです！
最新ニュース ▶︎町内の他施設との連携が少しずつ始まっています。東京五輪聖火リレーに向けて・・・
CANvasを描く▶︎交流館に関わる「ひと」に注目！第16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
浜通りを音楽で盛り上げる！！

いわきを拠点に活動するアイドルグル
ープをはじめ、多彩なアーティストが出演した
「ふくしま浜通り音楽祭」が開催されました♪

食育ワークショップ開催

阪神・淡路大震災から25年。

被災した女性が撮影した写真を定点観
測した作品を展示。活動に関わった立命館大学
山口准教授による対話の場も開かれました。

早稲田大学ふくしま学(楽)会開催

早稲田大学ふくしま広野未来創造リサー
学習院女子大学・品川 明教授を講師
とした食育ワークショップが福島大学FURE 相 チセンターが主催し、世代や地域を超えて、福島の
双地域支援サテライトの主催で開催されました。 復興について考える場が開かれました。

笑ふるタウン新春イベント、大盛況！
1月11日(土)に開催された新春イベントの様子をご報告します！
みんなの
マルシェ！

白玉ぜんざい＆
すいとんふるまい

手作り雑貨の販売や
体験ワークショップなど、
全18店舗が出店。賑や
かな企画となりました。

テナント会、新たなコ
ミュニティづくり懇話会、
食生活改善推進員会
の協力のもと開催。

餅つき体験会

スタンプラリーで
抽選会！

昨年に引き続き、婦人
会の皆さんにご協力い
ただき開催。ご参加いた
だいた方には紅白餅を
プレゼントしました！

ここなら笑店街・交流館
の各企画に参加すると
もらえるスタンプを集め
てガラポンに挑戦♪

イベントスケジュール
2月
ヘルシークッキング教室

要予約

2/20(木) 10：00～
[講 師]公益財団法人 味の素ファンデーション
[参加費]無料 [定 員]30名
[持ち物]エプロン・三角巾(バンダナ・手ぬぐいも可)
[申込み]楢葉町食生活改善推進員会事務局
(楢葉町住民福祉課保健衛生係内)
0240-23-6102

南国！ハワイアンデー＠交流館
2/22(土) 10：00～15:30ごろ
[内 容] ・好間高校生によるフラダンスショー(10：45-)
・ハワイアンキルト展示会＆がま口づくり体験
・フラ＆ストレッチ講座
・ウクレレショー・ミニ体験会
・ハワイを舞台にした名作映画上映会
・ハワイアン関連グルメ等出店 等
※内容・時間は変更になる可能性がございます。
[申込み] 「がま口づくり体験会」のみ必要となります。
[詳 細] みんなの交流館ならはCANvasホームページ・
町内主要施設に配布するチラシを参照ください。

フラ＆ストレッチ体験レッスン
2/23(日) 10：30～11：30
[講 師] 片山裕子 [参加費] 大人：500円 子ども：無料
[持ち物] ヨガマットかバスタオル
[問合せ] メール:kahana.yuuty@gmail.com
[主 催] Kahana Hula 片山裕子(090-7322-3506)

身体を使って書くクリエイティブライティング講座
2/29(土) 11：00～20：00(受付10：30～）
要予約
[内 容] 昨年発表された短編小説「ピュア」が、ネットを中
心に話題となった文筆家、小野美由紀と、ダンサー青剣が主
催し、東京・金沢・名古屋・京都で毎月開催される人気講座
が、この度、交流館にて行われます。ライター、記者、小説家志
望の方はもちろん、発信したいけれど、どう文章にしたらよい
か悩んでいる皆さんはぜひご参加ください。
[参加費] 15,800円 [定 員]12名(最低遂行人数6人)
※小野美由紀オンラインサロン参加者・2回目のご参加の方は12,800円で受講可

[講 師] 小野美由紀(作家)・青剣(ダンサー)
[申込み] 2020年2月22日(土)までに、メール
（info@onomiyuki.com）にて、お申込み下さい。
[持ち物] 飲み物・筆記用具・普段使っているノート/メモ帳・
動きやすい服・昼食
[問合せ] コーディネーター 八木志芳
(shihoyagi0215@gmail.com)

3月
絵手紙 体験教室
3/3(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

寒い日が続く2月。
1日だけ交流館を南国にします！
毎日冷え込む日が続いています。交流館で
心も体も温まりませんか？
◆好間高校生によるフラダンスショー
フラガールズ甲子園にも
出場した高校生たちの
ショーが楢葉で観られま
す！交流お茶会も開催♪
その他、誰でもできる健康フラ講座も開催！
◆ウクレレ演奏＆ミニ体験会
ウクレレの音色で心も南国♪ウクレレ体験
会もあります！
◆ハワイアンキルト展示会
＆がま口財布づくり体験
ハワイの動植物をモチーフにし
た模様が特徴的なカラフルな
ハワイアンキルト。講座として、
がま口財布を作ります♪
時間：10:00～(約2時間) 参加費：500円
定員：20名
持ち物：裁縫セット
（参加には事前申込みが必要となります。）
◆ハワイを舞台にした名作映画
「ファミリー・ツリー」上映会
ハワイに生まれ育った主人公が、家族そして
先祖から受け継いだ土地の行方」という二
つの重大な問題に向き合うことに。家族、人
生、生命とは何か─自らのルーツを見つめ、
家族の絆を取り戻そうとする主人公は、雄大
なハワイからパワーをもらっ
たかのように、やがて希望
に満ちた答えにたどり着く。
人は必ず立ち直れる─
人間の懐の深さ、人生の深
遠さを謳い上げる、心震え
る感動作。
◆その他、ハワイ関連グルメ出店も計画中。
館内を温かくしてお待ちしております。

本格！ライティング講座が楢葉で
人に伝わる文章を書こうと思っていても、い
ざパソコンや紙に向かうと余計なルールや
思考が働いて、なかなか思っていることを上
手く表現できないという方に向けて身体表
現と様々な感覚を用いたワークを行う中で、
参加者それぞれの表現力の長所を発見し、
引き出し、最終的
に一つの文章作
品(詩・エッセイ・
小説・ルポ…等）
を完成させるワー
クショップです。

最新ニュース
聖火リレー カウントダウン！

リリー園入所者の方の作品展示
楢葉町にある特別養
護老人ホームリリー
園に入所されている
方が描いた８枚の絵
の作品を展示させて
いただいています。
何色もの色鉛筆を使
って、細やかに描かれた自然や動物の絵は、
大変見ごたえのあるものばかりです。
交流館にお立ち寄りの際には、ぜひ一度ご
覧ください。

東京五輪聖火リレー
まであとわずか！
交流館は、楢葉町コ
ースのゴール地点と
なっています。現在、
楢葉町企画のカウン
トダウンコーナーを
設置しております。また、当日沿道で掲げ
る予定の横断幕に、皆さんのメッセージを
集めておりますので、ご協力ください！
皆で東京五輪聖火リレーを盛り上げよう！
さかぬし ほまれ

やまうち しゅうへい

CANvasを描く vol.16

山内 脩平くん(12)

楢葉町在住の小学生。1月に開催された、笑ふ
るタウン新春イベントの「第1回笑ふるカップ
ゲーム大会」にて、小学生の部・一般の部でそ
れぞれ優勝。日ごろから友達と交流館で待ち
合わせて、一緒に外で遊んだりゲームをするな
ど、活発に利用しています。

酒主 大誉 くん(11)

小学生の部

一般の部

優勝

優勝

大）交流館にはいつも友達と一緒に遊びにきてる！僕は和室が落ち着くから好きなんだ。
脩）僕も学校が終わったら自転車で来てます。やっぱりwi-fiが使えて充電もできる、2階のスペース
が気に入ってるかな。
大）今回のゲーム大会はすぐに出場を決めた！楢葉でもやらないかな～って思ってたから嬉しかった！
大会では、中学生や高校生、大人もいて最初はあんまり自信なかったです。
脩）僕も、出場者だけじゃなくて観ている人も多くてすごく緊張した。今、ゲームが週に3日しかでき
ないように制限されてて。今回もほとんど練習はしてないです。
大）僕も木曜日はノーメディアデー。バスケに行くから。土日はプールに行ったりしています。次の
週に学校に行ったら先生にもおめでとうって言われた！トロフィーは部屋に飾ってます。
脩平くんも次があったらまた出るでしょ？
脩）4月から中学生になるのですが、予定が合えば必ず出ます！次回からは一般の部かな！
大）交流館でやってみたいことはお泊り会！お店にみんなで買い物したり楽しそうじゃない？
脩）夜の子ども向け映画上映会とかもやってほしい！あとボルダリングとかあったら皆集まりそう！

お問合せ先
施設のご予約・イベントの詳細については、下記の連絡先までお問合せ下さい。
〒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。

開館時間：9：00～21：00
休
H館P日 ：第2・第4火曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

ホームページ

facebook

instagram

