２０１５年
１月

通信

第２１号

２０１５年新しい年が始まりました。
１月６日（火）から通常通り開館しています
今年も「のぼりん」のご利用をよろしくお願いします。
。

第４回「市民活動養成講習会」

市民活動交流フェスタ２０１５ 開催!!

市民活動における次世代の担い手を養成し、地域

登別市市民活動センターでは、昨年開催された市

に貢献する人材を育成することを目的として、次の

民活動交流フェスタを今年も下記のとおり開催しま

とおり市民活動養成講習会を開講します。

す。
多くのサークル等が参加しますので、是非、ご来場

是非、ご参加ください。
記
１

ください。
記

日 時： 平成２７年１月２７日（火）
１８：３０～２０：００

２

会 場： 登別市市民活動センター

３

講習内容：
「異業種交流でまちを元鬼に！」

４

研修内容：
「事業の設計図」

１

日 時：平成２７年２月２２日（日）
１０：００～１５：００

２

会 場：登別市民会館２階

３

実施内容：
（１）サークル紹介コーナー

（グループワーク）
５

（２）体験コーナー

講演者：西尾拓也さん
（のぼりべつ元鬼協議会会長）

６

締 切：1 月 23 日（金）

７

お問合せ・申込み：

中ホール

（３）発表コーナー
４

参加団体数：約２０団体

５

お問合せ：
のぼりん TEL 0143-83-6866

登別市市民活動センター のぼりん

※なお、当日は無料バスを運行致します。

TEL: 0143-83-6866

詳細は３ページをご覧ください。

登別市市民活動センター のぼりん

◆◆◆ 開館時間

◆◆◆

〒059-0024 登別市緑町 1 丁目 1 番地４

月～金曜日

9：00～22：00

電話・FAX

土・日曜日

9：00～18：00

0143-83-6866

メール katusennoborin@bz03.plala.or.jp

休館日（祝日・12 月 31 日～1 月 5 日）

アクセス：道南バス「緑町２丁目」下車
「のぼりん通信」は、のぼりんホームページに掲載しています。

平成２７年１月 登録団体 行事予定表
日付

曜日

６

火

７

水

８

木

１３

火

１４

水

１５

木

１６

金

１９

月

２０

火

２１

水

２２

木

２３

金

２４

土

２６

月

２８

水

３０

金

内

容

木彫り
（１３：００～１７：００）
大正琴練習
（１３：３０～１６：００）
ひょっとこ踊り
（１４：００～１６：００）
絵手紙教室
（９：３０～１１：４５）
大正琴練習
（１０：００～１２：００）
陶 芸
（９：００～１２：００）
水彩画教室
（９：００～１２：００）
手話勉強会
（１８：３０～２０：３０）
大正琴練習
（１０：００～１２：００）
水彩画
（１３：００～１７：００）
講習会
（９：００～１２：００）
勉強会
（１８：００～２１：００）
書 道
（９：００～１２：００）
木彫り
（１３：００～１７：００）
布の作品づくり
（１０:００～１６：００）
ひょっとこ踊り
（１４：００～１６：００）
手話勉強会
（１８：３０～２０：３０）
水彩画活動
（１３：００～１７：００）
ヨガ
（９:３０～１１：３０）
整膚（せいふ）美容・健康教室
（１０：００～１２：００）
書 道
（９：００～１２：００）
絵手紙教室
（９：３０～１１：４５）
布の作品づくり
（１０:００～１６：００）
ひょっとこ踊り
（１４：００～１６：００）
布に親しむ会
（９:００～１７:００）
講習会
（９：００～１２：００）
勉強会
（１８：００～２１：００）

主催・問い合わせ

木彫サークル コスモスの会
宮武さん ☎８５－４３６３
琴城流大正琴登別愛好会
岡田さん ☎８５－１８３０
日向ひょっとこ踊り「登別愛好会」
中村さん ☎０１４４－７１－０１６７
絵手紙サークル 絵綺
古川さん ☎８７－１６７５
琴城流大正琴登別愛好会
高橋さん ☎８８－０８３６
ハンズワーク土塊の会
谷内さん ☎８５－０６４３
キミコ方式を楽しむ会 登別
細川さん ☎８６－４４１３
登別聴覚障がい者懇談会
山田さん FAX８８－１２６６・のぼりん☎８３－６８６６
琴城流大正琴登別愛好会
高橋さん ☎８８－０８３６
登別水彩クラブ
今村さん ☎８５－６６１５
楽しい源氏物語
今川さん ☎８４－２６６３
ＰＣクラブりぼん
笹谷さん ☎８７－１７１０
書道同好会 楽伸会
中里さん ☎８５－５１７６
木彫サークル コスモスの会
宮武さん ☎８５－４３６３
布ごっこ
菅井さん ☎８５－６８９５
日向ひょっとこ踊り「登別愛好会」
中村さん ☎０１４４－７１－０１６７
登別聴覚障がい者懇談会
山田さん FAX８８－１２６６・のぼりん☎８３－６８６６
登別水彩クラブ
今村さん ☎８５－６６１５
ヨガサークル らんの会
廣瀬さん ☎８６－６８６６
整膚ボランティア会どなたでも参加できます（資料代５０円）
申込先 櫻井さん ☎８６－９１５４
書道同好会 楽伸会
中里さん ☎８５－５１７６
絵手紙サークル 絵綺
古川さん ☎８７－１６７５
布ごっこ
菅井さん ☎８５－６８９５
日向ひょっとこ踊り「登別愛好会」
中村さん ☎０１４４－７１－０１６７
布に親しむ会
尾野さん ☎８５－０２７７
楽しい源氏物語
今川さん ☎８４－２６６３
ＰＣクラブりぼん
笹谷さん ☎８７－１７１０

♬「市民活動交流フェスタ２０１５」無料バス運行のお知らせ♬
側面に「おにスポ」と表示されているバスにお乗り下さい
運行時間は道路状況により、変わる場合もございますのでご了承ください。
～鷲別方面～
鷲別公民館発～市民会館

市民会館発～鷲別公民館

鷲別公民館

9:30 12:00

市民会館

11:20 14:00

若草つどいセンター

9:40 12:10

桜木団地バス停

11:25 14:05

ファッションセンターしまむら

9:45 12:15

若山町イオン前

11:35 14:15

桜木団地バス停

9:55 12:25

三星登別若草店

11:40 14:20

鷲別公民館

11:50 14:30

市民会館

10:00 12:30

～登別方面～
婦人センター発～市民会館

市民会館発～婦人センター

婦人センター

10:30 13:25

市民会館

12:50 15:00

幌別東小学校前

10:45 13:40

アーニス前

13:00 15:10

室蘭信用金庫幌別支店

10:50 13:45

幌別東小学校前

13:05 15:15

市民会館

11:00 13:55

婦人センター

13:20 15:30

平成２７年１月 のぼりん文化講座
日

時

講 座 名

１月１７日（土）
１４時～１６時

江差追分道場

１月２０日（火）
１０時～１２時

大 正 琴
無料体験教室

１月２４日（土）
１０時～１２時

１月２７日（火）
１０時～１２時

囲

碁 教 室

登別歴史散歩
（全５回）

内

容

江差追分の唄い方を学びます
講師：石橋涛栄さん ほか
（登別民謡連合会）
やさしい曲を練習します
講師：岡田陽子さん
高橋照代さん
（大正琴登別愛好会）
対局指導をします。
講師：加藤 清さん
保沢 宏さん
（登別棋道連盟）
第５回： 東北・西国からの移民
―激動する明治時代へー
講師：街道重昭さん
（登別郷土文化研究会）

※問い合わせ・申込み：

のぼりん

定員・対象・参加料

申込期限・持ち物

２０人（申込順）

１月１４日（水）
・筆記用具
・講座の録音可

５人（申込順）
・大人対象

１月１６日（金）
・筆記用具

２０人（申込順）
・小学生以上
・初心者歓迎

１月２１日（水）

２０人（申込順）

１月２３日（金）
・ノート
筆記用具

電話

83-686６

♬パソコン無料相談会♬
検索やインターネットの操作などについてのお悩みはありませんか。
無料相談会を下記のとおり開催しますのでご参加ください。疑問を一緒に解決しましょう。
・日 時： 平成２７年１月 21 日（水）１３：００～１５：００
・会 場： 登別市市民活動センターのぼりん
・内 容： インターネット・エクスプローラーの活用について
・主 催： サークルメロウネット
相談内容は事前にご連絡ください。
（スマホ・タブレットは除きます。
）
お問合せ：サークルメロウネット 渡邊さん TEL: 0143-87-1864

《展示情報》
登別美術協会会員小品展

のぼりん文化講座「陶芸教室」展示会

開催日時：２月１日（日）～２月２８日（土）

期 間： １月２１日（水）～２５日（日）

展示物：絵画・陶芸品 ５８点

内 容： 陶芸教室の受講者による展示会

主

主 催： 登別美術協会

催：登別美術協会

お問合せ：干谷さん
☎

連絡先： 佐藤さん

0143-88-1246

携帯 090-8278-7549

特集!! 加藤清さん
加藤清さんは、日本棋院登別支部・登別棋道連盟会長として、棋道連盟での活動や初心者囲碁教室の講師を通
じて、囲碁の普及に努めています。
今月号は、加藤さんに囲碁について、お話しを伺います。
Ｑ１： 棋道連盟の活動について、お話ください。
Ａ１： 登別棋道連盟は、創立が昭和５１年で、会員は、現在５０人ほどです。
大きな大会としては、道央・道南を中心に１０支部程度が集まる日本棋院道南地区支部対抗戦や胆振地
区親善囲碁大会があり、それぞれ毎年、参加しています。
登別棋道連盟としては、登別市長杯・棋道連盟会長杯・文化祭囲碁大会・忘年囲碁大会を毎年開催し、
その他には、毎週日曜日、定例の大会を開催しています。
普段は、富士会館を碁会所として、月曜日を除く毎日１０時～１９時まで練習しています。
Ｑ２： 囲碁を覚えるのは、難しいと思うんですが？
Ａ２： 一般的には、将棋は覚えやすいが昇段は難しく、囲碁は覚えることは難しいが覚えてしまうと、
昇段するのは早いと言われています。
また、囲碁は人生の縮図と言われることがあります。
囲碁の打つ手は３６１地あり、一部の地が先に取られても、他の地で
取り返すことができるので、そこが囲碁のおもしろい所だと思います。
Ｑ３： 碁の良さは、他にどういう所にありますか？
Ａ３： 碁は、１段につき１目のハンデを付けることができます。
例えば、初心者（９級）が初段の人に立ち向かう場合は、正目（９目）を置いて、
ゲームを進めることになります。ですから、どんなに実力差があっても、楽しむことができます。
Ｑ４： 外国では、普及されているんでしょうか？
Ａ４： かつて、中国の呉清源という天才棋士が来日し、日本で活躍。囲碁の普及に大きな貢献を
したことがありました。
今では、欧米でも人気があり、イギリスやフランスでもプロ棋士が育って
いますので、世界的に普及しています。
Ｑ５： これまで、特に印象に残っているようなことは、ありますか？
Ａ５： だいぶ前になりますが、
「ヒカルの碁」という漫画が流行ったことが
ありました。その時は、囲碁を覚えたいという小学生などが、私どもの
碁会所に２０～３０人も来て、うれしい悲鳴を上げていたこともあります。
Ｑ６： 最後に一言お願いします。
Ａ６： 登別市市民活動センター「のぼりん」を会場として、２か月に１度、初心者を対象にした
囲碁教室を開催しています。
基礎的なルールから指導しますので、お子さんから大人の方まで、是非参加してください。
（平成２６年１２月１・８日午前９時３０分、ＦＭびゅ～「来て見て!!のぼりん」放送抜粋）

