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平成３０年 6 月 1 日
中津川市立蛭川公民館

0573-45-2211

蛭川公民館ヒストリーⅡ

改修工事報告書より

平成１７年、旧蛭川村は中津川市に合併。住民からは老朽化
万緑の中や

吾子の歯

して耐震性、耐久性などの安全性に問題のある公民館の建て替

生え初むる

えについて要望が高まった。公民館に芝居小屋を具備している

中村草田男
ツバメが公民館中央玄関入口の

ため双方の利用形態にそぐわない建築的な制約が随所にあり、

上の新しくリフォームした巣で子育

バリアフリーの問題、冷暖房や水回り設備なども不十分、断熱

てを始めました。公民館の前には

性もなく、建具の建付けも悪くなっていた。これらの改善を図

田んぼもないので、遠くからの泥を運んでの巣づく

るには膨大な費用を要する事が懸念され、新たに隣接するグラ

りでした。トラクターで田んぼの代掻きをしている

ウンドにホールを建設し既存建物は取壊す計画案も浮上した。

と、左右前後をツバメが飛び交っては、水面に姿を

しかし、建物に思い入れのある住民から先人から継承してき

見せる虫や飛んでいる虫を捕らえていました。親ツ

た建物を保存して活用すべきとする意見もあり、意見交換会を

バメ夫婦の、子ツバメにせっせと餌を運ぶ営みが、

通じて公民館の在り方について議論が積み重ねられた。市では

しばらくは続きそうです。

既存の建物を調査して再生に向けた提案を募るプロボーザル
を実施。選定された(株)宮本建築設計事務所が建物の実測調査、

さて、生命力みなぎる季節を迎えました。早苗田
のカーペットが広がり、万緑の山々から夏風が吹き

利用価値評価、改修に向けた提案をし、地元意見交換会におい

始めました。様々な芽が伸び始める季節、良い芽も

て検討された。結果として既存の建物の外観と骨格を残しなが

伸びれば、心配な芽も伸びてきます。

ら、耐震補強と内装改修による機能面の改善を図り、冷暖房や

公民館も、新しく公民館講座が６月からスタート

舞台設備も具備して、さらに５０年以上地域の文化交流の場と

します。多くの皆さんに蛭川公民館を活用していた

して活用し、後世に伝承する建物へ再生する方針が固まった。
※続きは次号にて

だけるよう、公民館だより夏号をお届けします。

公民館講座のお知らせ
文化・歴史・自然散歩
第３土曜日 9:30～12:00
受講生 15 名 中会議室
開講式…6 月 23 日(土)

う

*6/16(土)が芸能祭のため

６月からスタート

スポーツ吹き矢
第 1・3 木曜 19:00～
受講生 14 名 ホール
開講式…6 月 7 日(木)
*受講料 1,400 円(小 1,000 円)

沢山の皆さんの申し込みありがとうございま
した。募集した 7 講座すべてが開講できる定
員になりました。

にこにこ脳トレ
第 2・4 月曜 10:00～
受講生 9 名 中会議室
開講式…6 月 11 日(月)
*受講料 2,100 円
テキスト代 1,000 円

将棋教室
第 2 土曜日
13:00～
受講生 23 名
中会議室
開講 6 月 9 日(土)

リラックスヨガ
第 2・4 火曜 19:30～
受講生 21 名 大会議室
開講式…6 月 12 日(火)
*受講料 7,000 円

布ぞうり教室
7 月 7 日土曜日 1 回
9:30～12:00
受講生 25 名 ホール
*受講料 350 円
*材料代 1,000 円

はさみ
定規

陶芸教室
第 2 火曜日 10:00～
受講生 5 名 庄田窯
開講式…6 月 12 日(火)
*受講料 1,750 円
材料費は別途必要

＊開講式の案内は受講者にご案内します。第 2 回目以降は、講師の都合で変更もあります。
なんでも塾「将棋教室」は、基本的には講座の計画に合わせて進めていきます。

*第 1 回会場は
活性化センター
*受講料 2,800 円
小学生は無料
*なんでも塾 の将棋
教室生が講座に入
って受講します
他地区からの参加
6 名、大人の方も
4 名参加します。

参加や見学を希望される方は、サークルの連
絡先または公民館まで問い合わせください。

ほぼ週１回公民館で活
動しているサークルを
順に紹介しています

篠笛クラブ
大人 水曜日昼
第１・第 3 木曜夜
子供 火・水曜午後
毎週土曜日午前
公民館中会議室
大人 15 名、子供４０名

グループ①毎週木曜日
9:30～11:30
グループ②第 2・４水曜日
9:00～11:00
小・中会議室メンバー8 名

白い布をカット→染めで花にしていきます。
展示はマイカ祭のみ。年に一度程、植物を観て学ぼう
と植物園やガーデンに行きます。

盆踊り、その他イベントに参加。
芸能祭、スクランブルコンサートに出演。
小学校３年生の杵振り踊りに協力。

技術より、花・植物の好き
技術より花・植物の好きな
な方、コツコツと頑張り過
方、コツコツと頑張り過ぎ
ぎず続ける方に向いていま
ず続ける方に向いていま
す。やりたい仲良し数人が
す。やりたい仲良し数人が
集まったら、是非声をかけ
集まったら、是非声をかけ
てください。
てください。

練習すれば誰でも楽しく吹
会費は公民館使用料を参
けるようになります。
加者全員で分担します。
講師 山岡英二先生
山岡英二先生
講師
公民館使用料は参加者で分
篠笛や楽譜は自作につき
連絡先
連絡先
担。篠笛や楽譜等は自作に
代金は不要です。
090-9024-5728
つき代金は不要です。
一緒に美しい音色を楽し
090-9024-5728
一緒に演奏しませんか？
みませんか。

講師 小川雪子先生
講師 小川雪子先生
代表
代表 小浜純子
永冶明美
連絡先
45-2224
連絡先 45-2224

花柳流

白扇会

花柳会
花柳会

子供 毎週月曜日
子供
毎週月曜日
15:00～17:00
15:00～
17:00
大人
毎週木曜日
大人
毎週木曜日
20:00～22:00
20:00～22:00
メンバー１８名
公民館大会議室
メンバー１８名

毎週土曜日
毎週
土曜日
9:00～12:00
9:00～ 12:00
都合により日曜に
公民館リハーサル室
子供１８名大人７名
子供
18、大人７名
リハーサル室
大人 15、子供４０

白扇会

芸能祭、敬老会、杵振り祭りなどに出演。
ボランティアとして、やすらぎ荘、ふくろうの杜など
年１回訪問します。カラオケ発表会にも出演します。

日本舞踊主体で稽古しています。歌謡舞踊、現代舞
日本舞踊主体で無お稽古しています。歌謡舞踊、現代
踊、児童舞踊を多く取り入れております。
舞踊を多く取り入れています。楽しくお稽古始めませ
楽しくお稽古始めませんか?
んか?いろんな面で自信がつきますよ。
いろんな面で自信がつきますよ。
蛭川の行事への出演や、
ボランティア活動等を
続けています。希望があ
れば受け付けます。

講師 鷲見美恵子先生
連絡先 45-2065
090-7310-1401

◇🔶◇公民館６月～８月

芸能祭
あじさい学級

7月

連絡先

永冶邦子先生
45-2781

07 日(土)
24 日(火)

布ぞうり教室
あじさい学級

8月
11 日(土)

夏祭り

21 日(火)

あじさい学級

なんでも塾フリー塾のお知らせ
詳しくは配布されるチラシをご覧ください
◇サツマイモ体験教室 6 月 9 日(土)
◇ホタル観察会 6 月中旬/下旬
奥渡の林悟さん農園にて

講師

主な行事予定◇🔶◇🔶◇🔶◇🔶◇🔶◇🔶◇◇🔶◇

6月
0２日(土)
16 日(土)
19 日(火)

日本舞踊、歌謡舞踊などを
楽しく練習して、いろんな
機会に発表をします。
続けることで自信にも な
りますよ。

ひるかわホタルを育てる会主催

中津川市公式ウェブサイトに
公民館だより(PDF 版)を掲載。
【蛭川公民館だより】で検索
してください。

