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2016年 ８月号

第362号 

月　　日 行　事　名

９月 ６日（火） 陶芸教室パソコン教室（Ａコース）４回目
９月 ８日（木） デイサービス事業　敬老会
９月13日（火） パソコン教室（Ａコース）５回目
９月16日（金） デイサービス事業（ＯＢ会）
９月19日（月） 編み物教室
９月20日（火） パソコン教室（Ａコース）６回目

月　　日 行　事　名

８月23日（火） パソコン教室（Ａコース）２回目
８月25日（木） デイサービス事業（ひまわり会）
８月30日（火） パソコン教室（Ａコース）３回目
８月31日（水） 歌声サロン
９月 ２日（金） 生け花教室

９月 ３日（土） 隣保館30周年記念式典及び第13回ふれ愛ひろば
９月 ５日（月） 編み物教室

◇これからの行事◇ 【月・木は人権相談日】

お  知  ら  せ

■日　時：９月２１日（水）19:00
■場　所：九重町隣保館　２階会議室
■講　師：笠原クニ子さん
■演　題：（仮）「同和問題について」

隣保館人権学習会の開催

■日　時：８月２２日（月）19:00開演
■場　所：東飯田小学校　体育館
■講　師：山本紀子さん
■演　題：生まれや育ちが違っても人はみんな同じ
　　　　　みんなを乗せて地球は回っている
　　　　　21世紀は差別意識を洗い流す世紀に･･･

第１９回 東飯田地区人権学習講演会を開催

　１２月７日に開催される「いのち・愛・人権フェスティバル」のステージの出
演者を募集します。すべての人の人権が尊重される社会が実現できるよう取り組
んでみませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　募集対象：個人または団体
　　　　　　　　　　　　　　　募集期間：９月３０日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先：九重町隣保館（℡７６－２４６８）

第１６回「いのち・愛・人権フェスティバル」出演者募集



 2016年8月17日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第362号 （2） 2016年8月17日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第362号 （3）

　７月27日（水）に九重文化センターにて「第41回人権を考える講演の夕べ」を開催しました。
　今回は、障がい者長崎打楽団“瑞宝太鼓”の皆さんをお迎えしました。
　瑞宝太鼓の皆さんは、知的障がいがあるメンバーで構成されたプロの和太鼓集団です。「希
望し、努力し、感謝して生きる」をテーマに、出会うたくさんの方々に和太鼓の響きを通して
夢と希望を広げる活動をされています。
　公演では、和太鼓の演奏とトークをまじえながら、力強い太鼓の響きと、心が躍動するリズ
ム、あたたかな真心を音として奏で、また、体験を通しての話では、「生かされた人間ではな
く、自ら生きる人間として」の生き方を伝えていただき、参加された一人ひとりの心に響き、
深い感動が広がる講演会でした。

❖  この音はどこから聞こえてくるのでしょう。まっすぐな心で打つ太鼓の音は、
まっすぐに響いてきます。こんな音色を感じたことはありません。心に体に
しみ入ってきました。ありがとうございました。

❖  力強く生きていく姿がすばらしかったです。人は障がいがある、なしにかか
わらず一人では生きていけない。誰かを支え、支えられていくものと、つく
づく感じます。

　７月25日（月）に夏休み「第２回子どもふれ愛ひろば」
を隣保館で開催しました。
　人権を伝える歌や、紙芝居、ゲームを通し、子どもた
ちに、隣保館での人権の出会いと、人と人とのふれあい
を通して、「みんなちがってみんないい」個性を認め合い、
みんなで仲良く、やさしい心を広げようと伝えました。
　隣保館に子どもたちの笑顔と笑い声が広がりました。
夏休みの一日、「楽しく、よい思い出になったよ」と子ど
もたちからの声に、これからも、子どもたちがすこやか
に育つように見守りたいと感じる一日でした。

「子どもふれ愛ひろば」
を開催しました

「隣保館30周年記念式典及び
第13回 隣保館ふれ愛ひろば」

を開催します!
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日　時：２０１６年９月３日（土）１０：００～
場　所：九重町隣保館（雨天時は屋内開催）
主　催：隣保館３０周年記念事業及び隣保館ふれ愛ひろば
　　　　実行委員会　事務局　隣保館内　電話76-2468

・バザー（たんぽぽの会）
・作品展示(陶芸、生け花、編み物、ハッスルシルバーズ作品など)
・お楽しみ抽選会、餅まき、その他

※内容等については変更することがあります。

〇時　間：１１：３０開会
〇場　所：駐車場特設ステージ
〇内　容：
　・ふれ愛コンサート
　　　ハート♥降るここのえ
　・ステージ発表（出場予定）
　　　ファッションショー（編み物教室）
　　　詩　　吟
　　　カラオケ
　　　ストレッチ体操
　　　歌声サロン(コーラス)
　　　隣保館ハッスルシルバーズ
　　　ピリナ(楽器演奏)
　　　たけのこ一座　　　　　　  など

〇時　間：１１：３０開始
〇場　所：隣保館駐車場
〇内　容：
　・カレー　　　　１皿　　　　２００円
　・おにぎり　　　１パック　　１００円
　・焼きそば　　　１皿　　　　２００円
　・手羽先　　　　１皿　　　　１００円
　・やきとり　　　１皿　　　　１００円
　・ウインナー　　１本　　　　１００円
　・輪投げ　　　　１回　　　　　５０円
　・ポン菓子　　　１袋　　　　　５０円
　・缶つりゲーム　１回　　　　　５０円
　・フライドポテト・かき氷・ヨーヨー釣り
　　　　　　　　　　　　　　各１００円
　・綿菓子　　無料(自分で作ってみよう)
　・バルーンアート　　　　　　　無　料

アトラクション 模　擬　店

その他の催し物

〇時　間：10：00～11：30
　　　　　（9：30受付）
〇場　所：隣保館２階会議室

３０周年記念式典

〈人権を考える講演の夕べを開催しました〉

寄せられた感想の一部を紹介します。

テーマ

皆様のおかげで、隣保館は
30周年を迎えました
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