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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。

交流館だより vol. 35

CANvas LIFE

● Pick up
コロナ禍ならではの企画が開催されました。

● 12月・1月のイベント情報
旬のイベントがたくさん♪お見逃しなく！

●最新ニュース
貸室利用者数の制限を緩和しました。

● CANvasを描く
第22回目を飾るのは・・・

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。

11/7(土)楢葉町の収穫祭・ならＳＵＮフェス２０２０が開催されました！館内には町民の
皆さんが愛情込めて育て上げた自慢の野菜やお花の農産物品評会＆即売会が開かれ、２階に
は町内の子どもたちの作品を展示！約1,200名の方が来場し楢葉の秋を楽しんでいました。



ジャズ音楽会開催！

ジャズ音楽でつながる浜通り音楽会vol.4が
開かれました！多種多様なアーティストが
集まり交流館内の観客を盛り上げました。

Pick up

様々な団体・町村からの利用増！小さな見学者がやってきました

オンラインフラガールズ甲子園

南北小学校の2年生15名が社会科見学の一
環で来館。「はい！」と元気いっぱい手を上げ、
交流館への質問をたくさんしてくれました。

町の収穫祭 ならSUNフェス2020 開催！

葛尾村民生児童委員協議会の皆さんに会議
会場としてご利用頂きました。町内だけで
なく他町村からの利用もお待ちしています。

農産物品評会や即売会の他にも、楢葉の特産
品や秋の味覚が並ぶマルシェ、鮭のつかみ取
りや木工細工など体験コーナーも大人気！

11/17

11/14

全国２１校ハワイ3校がVTRで集結！コロナ
禍で表現の場が失われていましたが配信とい
う形で実現し美しいフラを披露しました！

11/18

11/15

◂写真：マルシェを楽しむ来場者

約1,200人の方が来場されました！

▸写真：子ども
たちの作品展示

館内では町内の子どもたちが制作した様々な作
品を展示。ステージでは、町内で活躍する団体
の皆さんが日頃の練習の成果を披露！恒例の投
げ餅では場所を広げお客様を分散させることで
実現。様々なコロナ対策の中で、多くの
方に楽しんでいただきました。



202012月・20211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♪

ここなら笑店街 ＆ みんなの交流館ならはCANvas 年末年始営業予定

羊毛フェルトワークショップふくしま浜通り音楽祭 楢葉町編vol.3

第１弾 1/ 9(土) 新春大抽選会
先着２５０回ここなら笑店街500円以上の
レシートで１回ガラガラ抽選会

第2弾 1/16(土) 新春餅つき＆野菜即売会
先着１５０名様紅白饅頭振舞い、更に餅つき参
加で特製饅頭を進呈。

第3弾 1/23(土) 新春福袋＆出張写真館
福袋の他、プロによる写真撮影、先着１５組限定

第4弾 1/30(土) 第３回笑みふるカップ
おなじみのゲーム大会を開催！

※各企画とも詳細は別途お知らせします！

お花のお教室

毎週木曜日 18:30～20：00 ※12/27(日)は特別回のため10:00～11:30の開催となります。
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！）
毎回人気の講座です！ぜひお早めにお申し込みください。
12/3(木) ：クリスマスツリーアレンジメント 12/10(木) ：壁掛けクリスマスアレンジメント
12/17(木)： テーブルクリスマスアレンジメント 12/27(日) ：お正月アレンジメント※
3,000円(税別)/回 ※12/27(日)は参加費4,500円(税込)チケット使用不可となります。
◎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通っていただけます♪

チケットの有効期限は購入から1年間です。
参加希望回の1週間前までにお申込み下さい。
Fuku Farming Flowers 福塚 裕美子（070-4436-5216）

日 時
講 師
内 容

参加費

申込み
主 催

１2/12(土)～1/1７（日）
ここなら笑店街中央広場
12日はイルミネーション点灯式・笑店街
特設販売・サンタさんからプレゼントも有！

新春企画4連発！！

１2/1９(土) ①10:00～ ②14：00～
すずめ工房 大槻 佳生 先生
各回1０名まで(申込み：12/１６(水)まで)
５００円
羊毛フェルトを使った手芸
ワークショップ。鳥のブロー
チまたはマスクへの刺繍の
どちらかを選びお申し込みください♪

期 間
会 場
内 容

日 時
講 師
定 員
参加費
内 容

fusion 31日・1日休み

BARBER SMILE 28日・1日～5日まで休み

光洋舎クリーニング 30日～4日まで休み

コメリ 1日のみ休み

焼肉「ならは亭」 30日～1日・4日～5日休み

1月1日は笑店街・交流館ともに全館休館となります。

ブイチェーンネモト 1日～3日まで休み

アルジャーノン 29日～4日まで休み

おらほや 27日・1日・3日休み

なごみ家 1日のみ休み

豚壱 27日・30日～3日まで休み

交流館 29日～3日休み

①クリスマスナイトガーデン2020

②クリスマスウィーク☆彡

日 時
内 容

１2/13(日)～25（金）
楽しいゲームをクリア
してお菓子のつかみ
取りに挑戦しよう！

１2/13（日） 12:30～18:30（予定）
10月に開催予定だった“ふくしま浜通り
音楽祭“の振替公演が決定しました！多彩
なアーティストが揃う音
楽ライブをぜひお楽しみ
下さい。
ふくしま浜通り音楽祭
実行委員会

日 時
内 容

主 催

クリスマスイベント



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。

電 話 0240-25-5670

メール

交流館貸室利用制限の緩和

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

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）

‣館内の総入場者数 80名
‣多目的室１・２ 各15名
‣バンドルーム 3名
‣サウンドルーム 12名

なお、イベント等で利用される主催者様は
①参加者全員の入場
票記入②参加者全員
に対する検温③マス
ク着用、以上3つの
対応にご協力をお願
いいたします。

CANvasを描く vol.22

交流館は友達との遊び場として、週に2回は使っています。特に気に入っているのは、2階の
和室で、和の雰囲気で落ち着くから好きなんだ。ゲーム大会は、第1回大会の時は出てみた
かったけれど、用事があって出られませんでした。今回は出ることができたので、せめて1回
戦は勝ちたいなという気持ちで出場を決めました。参加してみたら、大人の方も多くて、会場
の雰囲気に結構緊張しました(笑) 優勝が決まった時は、とても嬉しかったです！第1回目の
優勝者で友達の酒主君には「僕と同じところまで来たね」と言われました。お母さんには、少
しの間優勝トロフィーを見せなかったのですが、見せてあげると「すごいね！」と言ってもら
えました。次の大会の時は、エキシビジョンマッチでの出場になるけれど、第2回の優勝者と
して負けられないプライドがあります。でも少し怖いかな。交流館でやってほしいことは、お
茶の教室です！前に参加したことがあって、楽しかったのでまたやってみたい！あとは、ゲー
ムを使った交流会をやってほしいな。その時には友達みんなと参加します！

楢葉町在住の小学6年生。2020年8月に開催された笑ふる
タウン2周年感謝祭イベントの「第2回笑ふる杯ゲーム大会
午後の部」において、見事優勝を果たした。交流館は日常的
に友達と集まって利用している。

政井 大輔 くん

まさい だいすけ
和
の
雰
囲
気
で

落
ち
着
く
場
所

日頃からご愛顧いただいております交流館
ホームページをアップデートしました！申
請書のリニューアルや、利用したことのな
い方でもわかりやすいよう、館内各スペー
スの紹介コーナーを充実させました。今後
も定期的に最新情報
を配信し、皆様にご
満足いただけるホー
ムページを提供いた
します。‣写真：ホー
ムページ画面

ホームページアップデート！


