
秋の風物詩｢ならSUNフェス2022」が11月12日に催され、町内外の大勢の人が集いました。
“主役はご来場の皆様です!!”をテーマに参加型企画が多数あり、終始笑顔が絶えませんでし
た。ステージでは各活動団体が日頃の練習の成果を発表。大きな拍手で盛り上がりました。

企画・編集：一般社団法人ならはみらい 2022/12/1発行

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. 59

CANvas LIFE

● Pick up

「玄、展-ゲンテンテン-」やってます

● 12・1月のイベント情報

各種教室、クリスマスイベントなどについて

●最新ニュース

いわきFC 祝J2昇格！

●CANvasを描く

第44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。



Pick up

あおぞらこども園園児の防火パレードが交
流館をスタートに行われました。かわいい
「火の用心！」の声が秋空に響きました。

7/24

子どもたちから「火の用心」

交流館が福島県知事選挙の投票所として活
用されました。多くの有権者が、福島の未
来のための一票を投じました。

11/14

楢葉町で100年続く伝統をつくりたい、そんな想いから生まれた「ならは百年祭」。
地域の有志メバーで企画チームをつくり、当日まで進んできました。

こどもたちといちからつくったこどもこしや、マから考えたグルメマルシェブース。
そして、みんなで大きな輪になって行った盆踊り・楢葉音頭。そのすべてが挑戦でした。

生憎の雨でしたが、みなさんご来場いただき誠にありがとうございました。

エレキギター教室が開催中。老若男女問わ
ず、参加者は講師に教わりながら、熱心に
指使いなどを学んでいます。

「玄、展-ゲンテンテン-」

11/16～
12/18

素敵な音色が響いています

町内出身のアーティスト、増子玄太さんの
作品展が18日(日)まで開催中。私たちにあ
る“ボーダー”について考える展示です。

11/17

10/30

ここなら笑店街の年末年始営業予定

あなたの一票を

店舗名
平常

営業時間
12月 １月

28日(水) 29日(木） 30日(金) 31日(土) 1日(日) 2日(月) 3日(火) 4日(水)
ネモト 9:00～19:00 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業 休 休 休 通常営業

コメリ 9:00～19:00 通常営業 通常営業 通常営業
9:00~
18:00

休
10:00~
18:00

通常営業 通常営業

アルジャーノン 10:00～18:00 通常営業
10:00~
17:00

休 休 休 休 休 休

食楽処おらほや
11:00～14:00
17:00～21:00

不定休 不定休 不定休 不定休 休 休 不定休 不定休

麺joyなごみ家 11:00～21:00 通常営業 通常営業 通常営業
11:00~
14:00

休
11:00~
20:00

11:00~
20:00

通常営業

まる兵衛 11:00～21:00 通常営業 通常営業 通常営業
11:00~
15:00

休 通常営業 通常営業 通常営業

Fusion
11:00～14:00
17:00～21:00

通常営業 通常営業 通常営業
11:00~
17:00

休 通常営業 通常営業 休

BARBER SMILE 10:00～19:00 通常営業 通常営業 通常営業
短縮営業
予定

休 休 休 休

光洋舎
クリーニング

9:00～18:00 通常営業 通常営業 休 休 休 休 休 休

ならは亭
平日:17:00-22:00
土･日曜日･祝日:

11:00-14:00､17:00-22:00
通常営業 通常営業 休 休 休 休 休 通常営業

楢葉郵便局

郵便窓口：
平日9:00-17：00

ATM：
平日8:45-18:00
土曜9:00-17:00
日曜9:00-15:00

通常営業 通常営業 通常営業

休
ATM利用時間は

祝日と同じ

休
ATM利用時間
は祝日と同じ

休
ATM利用時間
は祝日と同じ

休
ATM利用時間
は祝日と同じ

通常営業

ジャブジャブ 6：30-20：00 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業 通常営業

ATM･自販機コーナー
※ATMは8時まで

9:00~21:30 通常 通常 通常 通常 休 通常 通常 通常



こどもたち集まれ！ 毎年恒例クリスマスウィーク♪

202２12・1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♪

新春イベント

ここなら笑店街 クリスマスイルミネーション点灯式

第1・3木曜日 18：30～20：00 12/28(水)は特別回のため、10：30～12：00の開催です。
Fuku Farming Flowers 福塚 裕美子 先生
12/1(木) ：クリスマスリース 12/15(木) ：クリスマスアレンジメント
12/28(水)：お正月アレンジメント (持ち帰り用の袋をご持参ください)
3,000円(税別)/回 ※12/28(水)は参加費5,000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）

お花の教室

日 時
講 師
内 容

参加費

申込み
主 催

ヨガ教室

12/14・28(水) 1部：13：15～14：15 2部：14：30～15：30
坂本郁衣 先生、草野麻衣 先生、鈴木優美香 先生(いずれか一名)

各部25名程度
タオル・運動しやすい服装・飲み物・ヨガマット（お持ちの方）

楢葉町 住民福祉課 保健衛生係（℡0240-23-6102）(先着順)

日 時
講 師
定 員
持ち物
申 込

2023年1月14日(土)
初春のおめでとうは笑ふるタウンから

新春笑ふる杯▶
毎回盛り上がる、おなじみのゲー
ム大会。 勝ち上がるのはキミだ！

ふくしま浜通り国際芸術祭 edition.0

日 時
内 容

12/3(土) 17:00～18：30
ここなら笑店街イルミネーション点灯式
ナイトマーケットも開催！笑店街のお店の特別メニューもお楽しみに～！
サンタさんからのプレゼントもあるかも!? ゴスペルライブ等のステージもあります。

12/16(金)～22(木)
レスリー・キー写真展
『それでもまちはここにある

/だからわたしはここにいる』
世界的写真家レスリー・キー氏が南相馬か
らいわきまで計163㎞を縦断し、総勢35
組142名＋1匹を撮影。
浜通りの人々のいまを、
写真という表現で世界に
発信します。

◀大抽選会
ここなら笑店街でお買い物下さっ
たお客様は外れなしの抽選会に
チャレンジ！

・・・詳しくは次号をお楽しみに！・・・

日 時
内 容

ヨガで
心と体を

リフレッシュ！

日 時
内 容

12/14(水)～12/25(日) ※撮影会は18(日)・19(月)10：00～14：00限定！
企画① 交流館に隠れているサンタさんを探して、お菓子のつかみ取りに挑戦しよう！
企画② いわき・双葉の子育て応援コミュニティcotohanaさんによるフォトブースが出現します！
企画③ ちいさいお子さんの撮影が得意なカメラマンによるコトハナ・クリスマス撮影会♪幼児

向けのコスチュームの無料貸し出しもあります。 ごきょうだいで、ご家族で、お楽しみ
ください。カメラマン：笠井彩美（ベビー＆キッズフォトグラファー）
【料金：1,000円（撮影データ2〜3枚お渡し）/（予約不要・受付順）】



ホームページ instagramfacebook

電 話 0240-25-5670 FAX  0240-23-6772

メール info@naraha-canvas.com

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。

メール
〒979-0604 

福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満260番地

※ 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。

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）

いわきFC J2昇格おめでとう

昨年度、町民の方々に好評だった、ホコ
タッチが交流館に再登場しました。加速
度センサーを内蔵した「専用歩行計」と、
これに蓄積さ
れたデータの
結果を印刷す
る「ホコタッ
チスポット」
を組み合わせ
た健康支援サ
ービスです。

上野 大樹さん

うえの だいじゅ

交流館の第一印象は、工事をしている頃からですが、軒やウッドデッキが大きく出ていて、
木造のとてもカッコいいデザインの建物だというものです。震災前には町内に無かった建物
ですから、楢葉は復興がここまで進んでいるだよと、シンボルとして町外の人に伝えたいで
す。町の自慢ですね。先日も勤め先でWeb 会議の場所を探していて、交流館は使い勝手が
良いですよ、と上司に薦めました。場所が分かりやすく、駐車場も広いので、実際に使って
も満足でした。私は子どもを連れて遊びに来たり、仕事で使ったり、イベントにもよく参加
していますが、子育て、仕事、遊びが出来て、子どもたちからお年寄りまで使える、時代の
ニーズに合った新しい多目的な場所だと思います。
将来に望むことは、土日は南側のウッドデッキや芝生を活用して、地元の人たちが、フ

リーマーケットや飲食ブースを出店して、皆が喜ぶイベントをどんどんやってほしいです。

ホコタッチあります

今年、いわきFCがサッカーJ3リーグに昇格
し、Jヴィレッジをホームスタジアムとして
挑んだ一年で見事優勝を収め、
次年度からのJ２リーグ昇格を
決めました。
交流館には
記念ポスタ
ーも貼られ、
祝勝ムード
を盛り上げ
ています。

楢
葉
町
を

自
慢
し
た
い
で
す

楢葉町上小塙出身、同上繫岡在住。今年初開催の「ならは百年
祭」では、次世代の子どもたちへ祭りの楽しさを伝える「こども
あそび」プロジェクトチームで汗をかいた。地元奉仕活動には厚
く、「木戸八幡神社」の氏子青年団の一員。三姉妹の父。


