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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. 31

● 交流館からのお知らせ
リモート会議システムを導入しました！
● 7・8月のイベント情報
夏ならではのイベントがたくさん!

●最新ニュース
交流館に釣堀？ミニデイで七夕飾り作り♪
● 募集コーナー
楢葉町の写真を募集中です！

本施設は、楢葉に関わる方々によるお茶飲み
ワークショップの中で語られた想いをもとに
設計されました。
真っ白なキャンバス
に絵を描く様に、地
域や世代を越えて利
用する人みんなが主
体的に関わり創って
いきます。

交流館からのお知らせ [7月21日(火)時点]
みんなの交流館ならはCANvasは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
一部利用制限や貸室利用に条件を設ける等対策ををおこなって運営しております。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※1 サウンドルームの利用に関する条件
・窓がなく、他の部屋よりも密閉度が高いため、マスクの着用を徹底ください。
・3密を避けるため、後方の開閉式パーテーションはフルオープンでご使用下さい。
・音響機器を利用する場合は、音量についてご配慮いただく必要がございます。
・定員は8名までとさせていただきます。
※2 バンドルームの利用に関する条件
・密閉空間になるため、個人での利用を原則といたします。
・利用前後には換気をさせていただきます。
※3 2階和室の利用に関する条件
・3密を避けるため、障子はフルオープンでの使用を原則といたします。
・定員は4名までとさせていただきます。

[利用制限を継続するもの]
キッズスペース木の玉プール・貸し出しゲーム
…お願い…
・入館の際は、マスクの着用・アルコール消毒にご協力ください。
・約3時間ごとに換気をさせていただいております。
・貸室イベントに関しては、慎重に検討して、開催許可の可否を判断
いたしますので早めにご相談下さい。
・入場票の記入にご協力ください。(任意)

[お知らせ] 交流館でリモート会議ができるようになりました！！
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、「会わなくても話ができる」リモート会議システ
ムが波及してきました。みなさんの身近なところでも、遠方の方とリモート会議をする、
お孫さんとテレビ電話をするなどの経験があるのではないでしょうか？
しかし、なかなか機材をそろえたりするのは難しいもの。withコロナを考えるうえで、
リモート会議は欠かせない存在です。みなさまに気軽にご利用いただけるよう設備を整え
ましたので、イベントや会議、個人利用でもぜひご活用ください。

交流館備品
①65インチ可動式モニター…500円/回
▷相手の顔が大きく映り、複数人でも見ることができます。
②集音マイクスピーカー（本体1＋子機1）…1000円/回
増設マイク（最大2機まで）…500円/機
▷広い室内でも声を拾い、相手に届けます。
③LANケーブル…無料
▷通信が停滞することを軽減します。
④広角カメラ…500円/回（9月ごろ～貸出予定）
▷90°まで移すができます。こちらの会場の様子
を映し、相手に届けます。
※PCはご持参ください。
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8月・9月 イベント スケジュール

みんなの交流館ならはCANvasで開催されるイベントを
pickupしてご紹介します♪

お花のお教室
日
講
内

時 毎週木曜日 18:30～20：00 ※23日はお休みです
師 Fuku Farming Flowers 福塚 裕美子 先生 （毎週木曜日にブイチェーンネモトに出店中！）
容 人気の講座が再開いたします！ぜひお早めにお申し込みください。
8/6(木) ：サマープレートアレンジメント
8/20(木) ：ワイルドなアレンジメント
8/27(木)：夏のホワイト＆グリーンアレンジメント
参加費 3,000円(税別)/回
※お得なまとめ買いチケットあり。興味のある内容やご都合に合わせて受講していただけます♪
チケットの有効期限は購入から1年間です。
申込み 参加希望回の1週間前までにお申込み下さい。
主 催 Fuku Farming Flowers 福塚 裕美子（070-4436-5216）

〈小学生対象〉
キッズイラストワークショップ

笑ふるタウンならは
2周年記念感謝祭

時 8/18(火) [低学年] 10:00～11:00
日
[中学年] 13:00～14:00
場
[高学年] 14:30～16:00
内
内 容 [低学年] ぬりえであそぼう！
[中学年] ぬりえ＆絵のかき方講座(初級)
[高学年] イラストのかき方講座(中級)
講 師 タカハラ Kスケ先生(楢葉町）
参加費 無料
定 員 各回15名まで ※申込期限：8/14(金)
日

時 8/29(土) 9：00～15：00
所 笑ふるタウンならは内
容 軽トラ朝市やみんなの青空マルシェなど
お買い物を楽しめる企画に加え、ステー
ジ企画や、ゲーム大会も開催！お子様が
楽しめるような子ども電車・ミストシャ
ワーもご用意♪
詳細は、交流館ホームページ及び広報な
らは同封のチラシをご参照下さい。

ならは31人の“生”の物語展示
日
内

時 9/1(火)～9/21(月)
容 2015年から毎年、楢葉に関わる31人の
方の物語を町外に暮らす大学生が聴きと
り、写真と400字の文章にまとめたポス
ターにしています。今回は、これまで作成し
た計155の作品をすべて展示します。

絵手紙 体験教室
日 時
講 師
参加費
持ち物
主 催

9/1(火) 10:00～12：00
日本絵手紙協会公認講師 石井黎子 先生
600円
持っている方は筆(大・小）
絵手紙たんぽぽ 渡辺 090-1067-2896

ここなら笑店街 お盆休みについて（予定） ※7/21時点
Vチェーンネモト

水曜日も休みなく営業

Mare di caffe

11日・12日休み

アルジャーノン

9日・10日・15日・16日休み

BARBER SMILE

10日・13～16日休み

おらほや

不定休

光洋舎クリーニング

9・10日・13～16日休み

なごみ家

休みなく営業

コメリ

休みなく営業

豚壱

9日・10日・16日休み

焼肉「ならは亭」

10日・16日休み

新型コロナウイルス感染症の状況により、中止及び延期、内容の変更が生じる場合がございます。

最新ニュース
キッズスペースに釣堀コーナー

地域ミニデイで七夕飾り♪

現在、新型コロナウ
イルス感染拡大防止
策として、キッズスペ
ース内、木の玉を撤
去させていただいて
おります。(消毒が難
しいため。)そんな中、他の形でお楽しみいただ
けるよう、一時的に釣堀コーナーとしてリニュー
アルしました。ぜひ遊びに来てください♪

7月より設置してい
る七夕の笹。せっかく
だからにぎやかにし
たい！と一ツ屋住宅・
前原の地域ミニデイ
にて、飾りを作ってい
ただきました。みなさんの願いがこもったたくさ
んの短冊と七夕飾りを、ぜひ交流館に見に来て
下さい！

[募集] 楢葉町の震災の記録を、これからにつなぐプロジェクト
東日本大震災から9年が経ちました。避難指示が解除され、一つまた一つと灯りが戻り、今
があります。少しずつ“日常”が戻って来たと感じる瞬間も増えてきたのではないでしょ
うか。町の風景や暮らし、想いが変化していく中で、薄れていく記憶もあると思います。
だからこそ“今を生きる私たち”が、“これからを生きる誰か”のために、この町の記録
を遺しておきたい。そんな想いからこの取り組みを始めることにしました。集めた写真は、
展示等の企画に使用させていただくと同時に、大切に保管させていただきます。趣旨にご
賛同いただける方は、写真の公開・使用を前提に、データの提供・写真の借用にご協力い
ただければと思います。

写真の内容

楢葉町で撮影された写真、楢葉町の方が映っている写真（震災前、震災後問わず）

提出方法
①メール
info@naraha-canvas.com
までデータを添付して送付し
てください。

②Instagramに投稿
「＃ならはアーカイブ」をつけ
て投稿ください。後日、ご連絡
させていただきます。

③その他
①または②の方法が難しい
場合は、交流館までお問合せ
下さい。

＊提出の際は、下記内容をお知らせください。 ※Instagramに投稿いただいた方は、別途伺います。
・撮影者名 ・提供者名 ・撮影場所 ・撮影日時 ・撮影された背景/エピソード
・連絡先(名前・住所・電話番号・アドレス)・その他基本情報(年齢・性別)・撮影者の情報公開の可否

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 館 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
H P

facebook

instagram

