10月10日（日）

いきいき交流フェスタ特別企画

まちなかウォークラリー

家族や友達とチャレンジ！地区のいろんなスポットを巡り、クイズに答えながら歩きます！

11月７日（日）

交流センターふらりまつり

２年ぶりに復活！施設利用者の活動発表や地域の子どもたちの展示などお楽しみがいっぱいです

コロナも２年目になりました。

・ 作 品 展 示 ： 長井さしこ、 絵手紙、 一眼カメラ活用講座作品 etc.
地域の小学生、 中学生の作品も展示します！
・ 活 動 体 験 ： 卓球、 ヨガ、 バウンドテニス、 バドミントン etc.
・ 作ってみよう ： 長井さしこのコースター、 木の自動車、
パソコンプリントのエコバッグ
・長井めぐみ幼稚園、 小桜幼稚園、 長井小学校、 長井高校の発表も！

中央コミセンでは

感染症対策 はしっかりと！

＊開催内容は予定です。諸般の事情により変更になる場合があります。

11月14日（日）中央コミセン防災講座

知って得する

中央コミセン防災講座

知って得する

家族と私の防災・減災術
参加者募集！

家族と私の防災・減災術
減災術
～大切な家族を守るために～

「あの時に準備しておけば良かった」となら
ないためにも、災害が起きる前にできること、
万が一の避難行動など、家族と自分自身の命と
暮らしを守る【はじめの一歩】を学びましょう！

い

交流センターふらり

どうぞご利用
ください

カブトムシを育てる教室
それでも

楽しく！

８月３日（火）、４日（水）

夏休み 学びと楽しみひろば

スペースにリニューア
ル。電源や Wi-Fi も利
用でき、自販機にはお
いしい飲み物も。
ぜひご活用ください。

つ：令和３年 11月14日（日）
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そして

師：細谷

元気いっぱいに！
地域 のみなさんと

今年のあやめの季節には、

真紀子さん

地域の皆様や小中学校にご協力いただ

（防災士・山形県自主防災アドバイザー）

対

親と子の季節の体験事業

大切な家族を
守るために

のロビーがくつろぎの

どこで：交流センターふらり
講

７月24日（土）

き、約70か所であやめを育てていただ

象：長井市民30名（先着）
参加無料

活動しています。

くことができました。来年はもっとた
くさん咲かせたいと思っています。引

申し込み：中央コミセン（電話84－5869）

８月７日（土）

き続きご協力をお願いします。
共

猛暑続きだった夏はすっかり過ぎ去り、いつの間にか爽やかな秋になりました。暑かった夏の
疲れはそろそろ取れた頃でしょうか？
いまだに新型コロナウイルス感染症の終息が見えない不安の中ですが、「こんなことやってみ
んべ！」「いがったなぁ〜」と語り合える 私たちに出来ること を続けていきたいと思います。
そこから長井の新発見が出来るかもしれませんね！皆さんのご協力をよろしくお願いします。
中央コミュニティセンター運営協議会地域振興専門部 副部長
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育

なかよしくらぶ＆畑の楽耕

合同じゃがいも掘り
中 央 コ ミ セ ン ★ ス ロ ー ガ ン

梅津 紀子
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一眼カメラ活用講座

〈中央コミセン安全安心専門部からのお知らせ〉

６月１２日（土）

昨年まで行っていた初級講座をアップグ
レードし、今年はミラーレスカメラや一眼
レフ等の一眼カメラを持っている方を対象
にした講座にしました。絞りとシャッター
スピードの調整で遠近感や躍動感を出す方
法を学び、ふらりの前にある梅林で撮影に
チャレンジしました。

わが地区の
安全安心⑤

参加者の声
・ 楽しくできて良かった。

自主防災や河川・水路の美化など、地区で取り組んでいる「安全安心」に
ついての活動を、リレー形式で紹介してもらいます。今回は日の出町地区です！

・ 基本をおぼえられた。
・ もっといろいろと簡単な
機能を知りたい。
・ 今後の第一歩となりそうだ。 大変ありが
たい。

「自主防災組織と自警団の両輪で」
日の出町地区長 渡邊 博夫

カブトムシを育てる教室〈成虫の育て方〉
５月の「幼虫の育て方」に続き、
「成虫の育て方」を行いました。密
になることが想定される「ちからく
らべ大会」は今年も中止としました
が、広い体育館で成虫についての話
を皆さん熱心に聞いていました。参
加者には、今年も講師の梅津博之さ
んからカブトムシがプレゼントされ
ました。

夏休み 学びと楽しみひろば

７月24日（土）

まだ４年間です。報告できる実績は少ない状況ですが、定期

参加者の声
・ 長生きさせられる方法があった
ので、それを参考にしたいです。
・ 親子のコミュニケーションがと
れてよかった。
・ カブト虫が （突然） とんでいっ
ておもしろかった。
・ カブト虫の生態について、 画像
を見ながら学べて楽しかった。

す。今後、更なる活動の幅を広げていく予定です。
昭和30年代初期、防犯と災害（火災を含む）の対応として、
「自警団」を組織化しています。自警団が、豪雨時の警戒・
地区内活動補助等、自主防災組織の役割も担って来ました。
今後は組織化した自主防災会と共に、両輪で活動を行います。
又、当地区は地形の関係で地区内に自然水路がありません。

いな事に、用水組合が最上川より取り込む農業用水路があり
災害時は今後も利用させて頂く事をお願いしています。

駅前通り
～高野町
コース

・ 中学生が地域の人や小学生と直接関わる機会が増えると
長井市の活性化につながると思います。 参加できて楽し
かったです！ （中学生）

畑の楽耕（がっこう）
畑の楽耕では、小学生を含む８家
族が野菜を育てながら食について学
んでいます。ニンジンやナス、カボ
チャ、サトイモ等、担当野菜を決め
て育てています。８月７日にはなか
よしくらぶと合同でじゃがいも掘り
を行いました。育てた野菜を使った
調理体験や、
野菜の販売
体験を行い
ながら12月
まで活動し
合同でじゃがいもを掘りました
ます。
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なかよしくらぶ
「なかよしくらぶ」では、就園前の幼
児とその家族が、畑作業や自然観察、
季節の行事などいろんな体験を行って
います。子育て支援サポートくらぶの
みなさんの協力で、託児も行いますの
で、弟妹を連れての参加もＯＫ。一緒
に活動する仲間を募集中です。
笹巻き
づくり

用水組合の水路確保

おとなの社会見学 商店街を歩こう♪ パート２

楽しみひろば

・ いろんな先生に勉強を教えてもらったり他の学年の人と仲
良く楽しく勉強をしたりあそんだりできたのでよかったで
す。 （小学５年生）

学びのひろば

安否確認訓練

言えず火災時の水源確保は大きな問題となります。しかし幸

２年ぶりの「学びと楽しみひろば」
。退職教職員
の先生方に見てもらいながら学習し、その後、工
作やスポーツなどを体験しました。今年は中学生
にもボランティアとしてサポートしてもらいました。

・ 中学生のみなさんが、 やさしくおしえてくれたり、 たくさ
ん話してくれてうれしかったです。 （小学３年生）

的に行っているのは毎年10月の防災訓練での安否確認訓練で

現在は消化栓が設置されていますが、全てを網羅出来るとは

８月３日（火）
、４日（水）

参加者の声

日の出町の自主防災会組織化は平成29年で、活動期間は、

自然
観察会

本町
～あら町
コース

商店街を歩くまち歩きの第２弾。
今回も３つのコースに分かれ、店の
歴史や商品についてお話を聞きなが
ら歩きました。それぞれの店主の思
いに触れた参加者からは「一人では
入りにくいと思っていた気になるお
店に入れて良かった」「対面販売の
良さを再認識」といった感想が多く
寄せられました。
後援：長井商工会議所

ながい黒獅子の里案内人と行く まちなか散歩
長井の魅力を広く発信する観光ボ
ランティアガイド・ながい黒獅子の
里案内人との共同企画でまち歩きを
行いました。新しい長井駅や新市庁
舎、様変わりする本町通り等を、か
つての街並みについての話を聞きな
がら歩きました。また、今も大切に
残されている史跡もめぐり、本町の
十王堂は特別に内部を見学させても
らいました。
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６月26日（土）
大町
十日町
コース

