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　公民館では、講師と受講生が協力し、自主的に講座を運営していく「わくわく学び塾」後期（11月～２月）の
受講生を次のとおり募集します。

◆講座内容　下表のとおり
◇参 加 料　１人１講座1,000円　　※材料費等が必要な場合は、別途自己負担額があります（下表参照）。
 　　※原則として徴収した参加料の払い戻しは行いません。
◆申込方法　 会場の公民館に電話またはファックスで、希望する講座番号・講座名、氏名、住所、電話番号を伝え

てください。
◇申込期限　令和４年10月７日（金）
◆そ の 他　・申込者が５人未満の講座は、中止となります。
　　　　　　・申込者が定員（下表参照）を超えた場合は、抽選となります。
　　　　　　・新型コロナウイルスの感染防止のため、講座中も必ずマスクを着用してください。
　　　　　　　※歌唱や体を動かす講座でも必ず着用してください。
　　　　　　・新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、講座を中止する場合があります。

わくわく学び塾後期受講生募集

教える喜びと　教わる楽しさ

番
号

講座名
（講師名）

と　き 対象（自己負担額）定員 持ち物

内　容

 会場・連絡先  渋川公民館　（TEL 22-0999　FAX 24-7689）

１ 今日からはじめる！生前整理教室
（長谷川 由紀子）

1/20、2/17（すべて金曜日）
午前10時～12時 成人、高齢者 10 筆記用具（鉛筆かシャープ

ペン、消しゴム）

生前整理は、物・心・情報を整理することで、自分らしく生きることができる究極のお片
付けです。体も心も元気な今こそ、はじめてみませんか？

２ キーボード初級講座（入門）
（山崎 京子）

11/10、11/17、11/24（すべて木曜日）
午前10時～ 12時 成人 ６

キーボード（貸出し可。１
台1,000円 ）、 延 長 コ ー ド
（持っている人）、筆記用具

ピアノとはちがった楽しみ方を覚えて、キーボードを楽しんでみましょう。

 会場・連絡先  金島公民館　（TEL 22-0241　FAX 24-7690）

３ 鍵盤ハーモニカを吹こう
（山崎 京子）

11/4、11/18、12/2（すべて金曜日）
午後１時30分～３時30分 成人 12

鍵盤ハーモニカ、使い捨て
マスク（穴を空けます）、ハ
ンカチまたはタオル

家庭に眠っている鍵盤ハーモニカを吹いてみましょう。

４ ダンベル健康体操
（大矢 勝恵）

11/8、11/15、11/22、11/29、12/6（す
べて火曜日）
午前10時～ 12時

成人、高齢者 25
１kg以下のダンベル２本ま
たはタオル２本、ヨガマッ
ト（バスタオル）、飲み物

自然治癒力と免疫力の高い身体づくりと食事のとり方を学びます。

 会場・連絡先  古巻公民館　（TEL 22-1892　FAX 24-7691）

５
日本の心「日本の歌百選」を歌い
継ごう！

（島田 實貴男）

12/6、1/10、2/7（すべて火曜日）
午前９時30分～ 11時30分 成人、高齢者 20 筆記用具、飲み物

文化庁とPTA全国協議会が、歌い継いでほしいと定めた童謡・唱歌のうち、45曲の歌唱指
導と解説です。
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番
号

講座名
（講師名）

と　き 対象（自己負担額）定員 持ち物

内　容

 会場・連絡先  豊秋公民館　（TEL 22-0312　FAX 24-7692）

６
日本の心「日本の歌百選」を歌い
継ごう！

（島田 實貴男）

11/25、12/23、1/27、2/24（すべて
金曜日）
午前９時30分～11時30分

成人、高齢者 20 筆記用具、飲み物

文化庁とPTA全国協議会が、歌い継いでほしいと定めた童謡・唱歌のうち、45曲の歌唱指
導と解説です。

７ 手打ちそば教室
（干川 重之）

11/25、12/2、12/9、12/16（すべて
金曜日）
午前９時～11時

成人、高齢者
（毎回700円） ８ タオル３枚程度、エプロン、

打ったそばの入る容器

二八そば（そば粉400グラム、割り粉100グラム）約４人前を、打てるよう指導いたします。

８ 季節のフラワーアレンジ
（幸野 弘子）

11/11、12/23、1/27、2/24（すべて
金曜日）
午前10時～ 11時30分

成人
（毎回2,000円） 15 ホットボンド（持っている

人）、ハサミ

プリザーブドフラワー、アーティシャルフラワーなどを使用し、季節を感じる飾り物を作
ります。作る楽しさと出来上がった時の喜びを感じてほしいです。

 会場・連絡先  赤城公民館　（TEL 56-2214　FAX 56-4110）

９ 手打ちそば教室
（干川 重之）

11/25、12/2、12/9、12/16（すべて
金曜日）
午後１時30分～３時30分

成人、高齢者
（毎回700円） ８ タオル３枚程度、エプロン、

打ったそばの入る容器

二八そば（そば粉400グラム、割り粉100グラム）約４人前を、打てるよう指導いたします。

 会場・連絡先  北橘公民館　（TEL 52-2300　FAX 52-2190）

10 今日からはじめる！生前整理教室
（長谷川 由紀子）

11/4、12/16（すべて金曜日）
午前10時～12時 成人、高齢者 10 筆記用具（鉛筆かシャープ

ペン、消しゴム）

生前整理は、物・心・情報を整理することで自分らしく生きることができる究極のお片付
けです。体も心も元気な今こそ、生前整理をはじめてみませんか？

わくわく学び塾

～ふるさと渋川再発見～　顕彰展についてトピック
ス

　渋川市では、市にゆかりのある先人の功績や
郷土の歴史、特色ある物事に光をあて、讃える
ことで市民にその功績や魅力を周知し、後世に
末永く郷土の誇りとして継承するとともに「ふ
るさと渋川」を愛する市民の心を育むことを目
的に、「ふるさと渋川再発見事業」を実施して
います。その一環として、平成31年１月の佐藤
次郎展から年間３～４回のペースで、市民ホー
ルでの展示を中心とした顕彰展を行っており、
令和４年８月までに人物を10回、物事を２回、
合計12回の顕彰展を開催しています。
　今後も、本市の偉人や、特色ある出来事など

を紹介していきます。
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市内で生涯学習活動を行っている人の声
明治天皇の碑と山車の紹介

 川原町自治会　会長　伊藤　一郎さん

　川原町はかつて、裏宿、元宿の町場三町で、「木
戸上」と称されていました。また、交通の要でも
ありました。
　明治天皇行在所の碑が町内に建立されていま
す。これは町民にとって誇りであり、子々孫々ま
で受け継がれていく事を願っています。

　時代の流れで、現在その
碑を含んだ600坪の土地に、
新しい住宅（８棟）が建設
される予定になっていま
す。地域づくりや人づくり
に新しい息吹が入り、また、
改めて町内の歴史を学び生
涯学習を進める事で、町内
愛も一層深まるのではない
かと思っています。

【山車の紹介】
　川原町では、山車と神武
天皇のお姿がすばらしかっ
たことから、大正時代に東
京の神田から人形を購入し
た経緯があります。山車改
修時に松浦亮一氏が、私有

地に自生する欅（ケヤキ）を町内に寄付してくれ
ました。町内に住む彫刻師加藤虎三氏は、「上り竜」
と「下り竜」を柱に刻み、更に向拝の唐破風の棟
鬼に竜の彫刻・鳳凰を彫り、昭和20年、堂々たる
山車の全容が完成しました。
　祭りは、地域の絆を深める伝統的な行事であり
ます。
　長年の活躍で山車の老朽化が進み町民から全面
改修の気運が高まり、平成元年11月から平成２年
の間にわたり、町民の皆様から浄財をいただき、
改修が行われました。先人が購入した山車をこれ
からも末永く大切に継承していきたいと思ってい
ます。今年度は、山車祭りが開催できなかったの
で、町内の皆さんが新型コロナウイルス感染症に
かからないように、平和でいつまでも繁栄するよ
うにと神武天皇の人形が川原町会館の床の間に飾
られて私たちを慈悲深く見守ってくださっていま
す。これからも、歴史ある我がまち「川原町」を
探求していきたいと思います。

あなたの生涯学習、応援します！①
『しぶかわ出前講座』

お問い合わせ：生涯学習課（電話22-2500）

　市の職員などが講師となり、みなさんが主催する学習会などへ希望に応じたお話を「出前」（お届け）
します。自治会、会社、PTA、その他グループ・サークル活動などでお気軽にご注文ください。

◆メニュー…令和４年度は57講座をご用意しました。
◆料　　金…講師料は無料。ただし、材料費などを実費負担していただく場合があります。
◆申込方法…�メニューから希望の講座を選び、開催希望日の１カ月前までに申込書を生涯学習課へ提

出してください。

※講座メニュー及び申込書は生涯学習課（第二庁舎）にあります。市ホームページから印刷もできます。
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市内で生涯学習活動を行っている人の声
渋川マジックサークル

 飯塚　衛一さん

　渋川マジックサークルは、平成21年に子持公民
館で行われた生涯学習のマジック講習会に参加し
たメンバーで結成しました。
　結成当初は、指導者も居ないため知識もあまり
なく、マジック用具もなく厳しいサークルでした。
しかし、用具は自作したり、マジック教室に参加
して月２回子持公民館で練習を重ね、セミプロ級
の腕前に上達したサークルに成長しました。
　現在は、新型コロナウイルスの影響で活動は制
限されていますが、コロナ禍以前は、自治会の行

事、いきいきサロン、学童保育、高齢者施設、神
社の祭典、長寿会、遊園地など様々な場所で、「不
思議な世界」として年間70回を超えるマジックを
披露してきました。また、夏休みには、小学生を
対象としたマジック教室を開催しています。

　各会場での公演は約１時間ほど
で、会員３～４人で交互に対応して
います。公演はステージマジックが
主で舞台も広くなるため、用具の配
置、演技の動作、演目の選択などに
も気を使います。
　月２回の練習日は、各自が解説書
やDVDで研究したマジックを披露
して皆で講評し、より高度なマジッ
クとなるよう努力しています。
　現在、毎月第１と第３の月曜日、
午後１時から子持公民館で練習して
いますので、マジックに興味のある
方はどうぞいらしてください。

あなたの生涯学習、応援します！②
「生き活き楽習」

お問い合わせ：生涯学習課（電話22-2500）

　市民が講師となり、みなさんが主催する学習会などに講座をお届けします。スポーツ、手芸、教養など、
さまざまな分野に触れるきっかけづくりや、さらなる趣味の充実のためにお気軽にお申し込みくださ
い。

◆講座内容…令和４年度は30講座が登録されました。
◆料　　金…講師料は無料。ただし、材料費などを実費負担していただく場合があります。
◆申込方法…開催希望日の１カ月前までに申込書を生涯学習課へ提出してください。

※講座一覧及び申込書は生涯学習課（第二庁舎）にあります。市ホームページから印刷もできます。
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　渋川市立図書館は、市民の皆さんにとって身近
で魅力的な図書館を目指し、様々なサービスや取
組を行っています。本やCD・DVDの貸出しや閲
覧などのほか、おはなし会や映画鑑賞会、講演会
など各種イベントも随時開催しています。さらに
館内の展示コーナーでは毎月、季節や話題になっ
ていることなどをテーマに本を選定し展示を行っ
ています。
　渋川市立図書館では、自分の読んだ本の記録を
残したい方はもちろん、読み聞かせた本を記録し

てお子さ
んの成長
記録にす
ることも
で き る
「読書の
記録帳」
を無料で

　豊秋公民館では、コロナ禍の中でも、安全に学
習できるよう工夫をしながら、様々な世代の方々
に学びの機会を提供しています。
　一つ目は、高齢者を対象に「豊秋福寿大学」を
年間11回実施し、健康の増進や教養の向上、仲間
づくりに努めています。
　二つ目は、成人を対象にした学習講座の中で、
「ふるさと渋川を知る」ことに力を入れ、「豊秋地
区を歩こう」や「渋川の歴史的建造物」を見て回
り、これまで知らなかった「豊秋・渋川」の歴史
について知ることができました。今年度は、群馬

発行しています。
「読書の記録帳」
とは、今借りてい
る本やCD・DVD
のタイトルと金額
を記録することが
できるもので、渋
川市内に在住・在勤・在学の方、吉岡町、榛東村、
前橋市在住の方が対象でご利用いただけますの
で、ぜひご活用ください。
　また、たくさんの人に読書を楽しんでもらえる
よう、大活字本や点字絵本、LLブック、多言語
対応の本など様々な種類の本を貸出しています。
今年度は、館内に設置されている拡大読書器も新
しくなり、より見やすく、使いやすくなりました。
　今後もたくさんの人に図書館を利用してもらえ
るよう、様々な事業に取り組んでいきますので、
ぜひ図書館をご利用ください。

の誇りである「上毛カルタ」の舞台を巡る館外学
習を実施し、「ふるさと群馬」へと学びを広げます。
　三つ目は、子どもたちに関わる講座です。夏休
みを中心に、「おもしろ科学教室」や渋川市の遺
跡や歴史資料館を回る講座を実施しています。ま
た、世代間交流事業として、本公民館の定期利用
団体である渋川市民吹奏楽団によるコンサート
や、劇団による人形劇を実施し、祖父母や父母と
いっしょに子どもたちが音楽や演劇に親しむ姿を
見ることができました。
　最後に、豊秋公民館の特色ある事業を紹介しま
す。平成12年度に開設された「おもちゃの病院」を、
「ドクター」の皆様のおかげで23年間続けています。
　67年の間に築かれた、公民館と豊秋地区の住民
の方々とのつながりを大切にしながら、すべての
世代の方々にとっての学びの場としての役割を果
たせるよう努めてまいります。

所在地・連絡先：渋川市渋川1767番地１　TEL 22-0644・FAX 20-1200

渋 川市立図書館

所在地・連絡先：渋川市行幸田943番地１　TEL 22-0312・FAX 24-7692

豊 秋公民館

公民館・図書館の
取り組みを紹介しますピックアップ

拡大読書器

読書の記録帳
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先人から受け継いだ伝統文化の継承
～地域の民俗芸能～

トピック
ス

　長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた獅子舞や神楽、祭り囃子などの民俗
芸能は、次世代に継承したい本市の貴重な財産です。ここでは、市が重要無形民俗文化財に指定して
いる各地域の民俗芸能をご紹介します。上演日をご案内しますので、ぜひご覧いただき身近な文化財
に触れてください。� お問い合わせ先：渋川市文化財保護課　電話�0279（52）2102

　有形文化財としては、国指定「上三原田の歌舞伎舞台」（かみみは
らだのかぶきぶたい：赤城地区）、県指定「津久田の人形舞台附人形」
（つくだのにんぎょうぶたいつけたりにんぎょう：赤城地区）、市指定
「溝呂木の神輿」（みぞろきのみこし：赤城地区）などがあります。

◀今年度100周年を迎えた八木原諏訪神社の太々神楽

各地域の民俗芸能（市重要無形民俗文化財）� ※地区別、上演日順

地　区 名称（ふりがな） 市 指 定 重 要 無 形
民俗文化財指定日

上演日（中止や変
更される場合あり） 実施場所 備　　考

渋　川

猿田彦神社の大和神楽（さ
るたひこじんじゃのやまと
かぐら）

昭和53年12月26日 正月から数えて第
２庚申の日

猿田彦神社（石原
754番地）

庚申は60日毎。上演日は概
ね３月から４月

八木原諏訪神社の太々神楽
（やぎはらすわじんじゃの
だいだいかぐら）

平成９年10月29日 ４月第３日曜日 諏訪神社（八木原
570番地）

行幸田の獅子舞（みゆきだ
のししまい）

昭和50年１月30日 ４月17日に近い日
曜日

甲波宿禰神社（行
幸田673番地）

渋川祇園囃子（しぶかわぎ
おんばやし）

平成22年７月26日 ８月中旬（隔年で
開催）

渋川山車祭りの山車の上で
上演されます

川島の獅子舞（かわしまの
ししまい）

昭和47年10月20日 10月 甲波宿禰神社（川
島1287番地）

実施日は９月中に神社の会
議で決定されます

伊香保
伊香保祭囃子（いかほまつ
りばやし）

平成18年２月14日 ９月18 ～ 20日（毎
年固定）

伊香保神社・石段
街（伊香保町伊香
保１番地）

伊香保まつりで上演されま
す

小野上

上小野子獅子舞（かみおの
こししまい）

昭和51年５月24日 ４月第１日曜日 七社神社（小野子
2158番地）

中尾獅子舞（なかおししま
い）

昭和51年５月24日 11月23日（毎年固
定）

作間神社（村上135
番地）

村上太々神楽（むらかみだ
いだいかぐら）

昭和51年５月24日 11月23日（毎年固
定）

作間神社（村上135
番地）

子　持

諏訪神社太々神楽（すわじ
んじゃだいだいかぐら）

昭和60年３月７日 ４月第１日曜日 諏訪神社（上白井
3892番地）

子持神社にも神明宮太々神
楽と交代で、隔年で５月１
日に奉納しています

神明宮太々神楽（しんめい
ぐうだいだいかぐら）

昭和60年３月７日 ４月第２日曜日 神明宮（中郷438番
地）

子持神社にも諏訪神社太々
神楽と交代で、隔年で５月
１日に奉納しています

赤　城

三原田獅子舞（みはらだの
ししまい）

昭和58年５月16日 ４月15日に近い日
曜日

八幡宮（赤城町三
原田491番地）

勝保沢の太々神楽（かつぼ
さわのだいだいかぐら）

昭和46年３月26日 ４月29日（毎年固
定）

諏訪神社（赤城町
勝保沢644番地）

北　橘

下南室太々御神楽（しもな
むろだいだいみかぐら）

昭和45年６月27日
指定

４月第１日曜日 赤城神社（北橘町
下南室311番地）

「養蚕の舞」は群馬県指定
重要無形民俗文化財

箱田獅子舞（はこだししま
い）

昭和45年６月27日 ４月第２日曜日 木曾三柱神社（北
橘町箱田777番地）

神社を出発して地域内を練
り歩きます
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　渋川市の公民館では、「ふるさと渋川を愛する
人づくり」を推進するため、地域の魅力を知るこ
とをテーマにした各種講座を開催しています。
　令和３年度も、まち歩き（渋川東部公民館「渋
川を歩こう！」など）、歴史（豊秋公民館「古文
書からふるさと再発見」など）、自然（子持公民
館「赤城自然園散策」など）、文化（赤城公民館「赤
城村音頭を踊ろう」など）、産業（金島公民館「佐
久発電所見学」など）など、それぞれの館のアイ
ディアにより、多岐にわたる内容の講座を開催す
ることができました。
　講座の参加者からは「長年住んでいたが、良い
ところがまだいっぱいあることを知ることができ
た」「道路の片隅に歴史のロマンを感じた」「地域

を知ることは誇りにつながり、渋川を大事にする
一歩となった」「先人たちの立派さが誇りになっ
た」といった感想が寄せられました。
　地域の魅力を知ることは、地域の中に「大好き」
を増やすことにつながります。地域の中に「大好
き」が増えていくと、渋川市を心のふるさととし
てしっかりと意識できるようになります。そして、
ふるさとを愛する人たちが集まると、より良いふ
るさとを未来につなぐことができます。
　今年度も各公民館では様々な地域を知る講座を
開催しておりますので、お気軽にご参加いただき、
見慣れた風景の中にかけがえのない価値を発見す
る喜びを、ぜひ味わってみてください。

し ぶ か わ 生 涯 学 習 だ よ り　No.32

Letter 地域を知る公民館講座
レ タ ー

公民館公民館

　現在、渋川市文化協会には、展示部門13部会72
グループ、演技部門14部会86グループの計27部会
158グループが加入し、日頃、文化活動に励んで
います。市民総合文化祭は、各部会が日頃の活動
の成果を発表する祭典です。
　令和３年度は、コロナ禍の中、多くの発表会が
中止となりましたが、その中でも少しずつ活動を
再開することができ、今後の文化活動において明
るい兆しが見えはじめてきました。
　令和４年度においても、依然としてコロナ禍の
中ではありますが、文化活動を絶やすことなく続
けることを目標に、次のとおり市民総合文化祭を
開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止等に配慮した上での開催となりますので、感染

令和４年度市民総合文化祭お知らせ

拡大状況等によっては、開催を中止したり、内容
を変更する場合があります。開催状況については、
事前に生涯学習課（22-2500）または市ホームペー
ジでご確認ください。

渋川市民会館
９月25日（日） 歌謡発表会
10月１日（土） 合唱発表会
10月８日（土） 民族舞踊発表会
10月９日（日） 詩吟発表会
10月10日（月） ダンス発表会
10月29日（土） 新舞踊発表会
10月30日（日） 日本舞踊・邦楽発表会
11月６日（日） 舞踊発表会
11月19日（土）、20日（日）総合作品展
11月20日（日） 郷土芸能発表会

金島公民館（金島ふれあいセンター）
11月26日（土） 民謡・民舞発表会

赤城公民館
11月20日（日） 歌舞伎発表会

北橘公民館
11月13日（日） 囲碁将棋発表会
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