
町公民館　☎ 697-2161・2013　FAX 697-5581

町文化会館（田園ホール）　☎ 697-5585

※図書センター（矢幅駅東口「やはぱーく」2 階）
　開館時間：午前 9 時～午後 7 時　（年末年始と毎週水曜日は休館）　☎ 656-6620

information
社会教育課インフォメーション

　田園ホールでは、クリスマスに

向けたツリーの展示が始まりまし

た。11月 14日㈭には、矢巾中央

幼稚園・保育園の年長児 50 人が

来場し、ツリーの飾り付けを楽し

んでいました。

　ツリーは 12 月 25 日㈬まで、

田園ホールロビーに展示します。

　

　町芸術文化振興基金運営委員会

では、デジタル一眼カメラ講座を

開催します。ぜひ、ご参加ください。

●日時　1 月 21 日、28 日、２

月４日の各火曜日　午後１時 30

分～午後３時 30分

●会場　町公民館第 3・4研修室

●対象　町内に在住、または勤務

している方

●定員　15人　※先着順

●受講料　無料

●持ち物　お持ちのカメラ

●講師　松本静毅氏（㈲カメラの

キクヤ.代表取締役）

●申し込み　１月７日㈫午前９時

から、電話または町公民館窓口で

受け付けます。

●問い合わせ　町教育委員会社

会教育課（町公民館内☎ 611-

2852）

　町では、「音楽のまち.やはば　

弦楽器体験演奏会」を開きます。

バイオリンの演奏を体験でき、経

験者の指導を受けられます。ぜひ、

ご参加ください。※参加無料

●日時　1月 19 日㈰午後 2時～

午後 4時

●会場　やはぱーくスタジオＢ

●講師　寺崎巖
いわお

氏（いわてフィ

ルハーモニー代表・指揮者）、田

園室内合奏団

●定員　20人

●申し込み・問い合わせ　12 月

5 日㈭以降に、田園ホール（☎

697-5585、メール denen-holl@

tohoku-kyoritz.co.jp）へ。

※メールで申し込む場合は、名前、

年齢、電話番号を記載してくださ

い。

　友だちもなく、一人でも平気な

ハリネズミはいつでも思ったこと

をそのまま口に出します。背中の

針だけでなく言葉もちくちくして

いるのです。

　そんなある日「食

べられない、やく

にもたたない泥だ

んご」を作ってい

るもぐらと出会い、

ハリネズミの気持

ちに変化が…。

　大人も子どもも楽しめる絵童話

です。

『しあわせなハリネズミ』講談社

.藤野.恵美 /作　小沢.さかえ /絵

プロから学べる
カメラ講座を開催！

弦楽器体験演奏会
参加者募集中！

今月のおすすめ図書
やはぱーく図書センター

田園ホールで開催！
詳細は同ホール (☎ 697-5585)

　小さな子どもから楽しめるコン

サートです。不来方高校音楽部の

歌声をお楽しみください。

●日時　12月 15 日㈰午前 10時

開演（開場は午前 9時 30分）

●料金　3 歳以上 500 円、3 歳

未満ひざ上 1人まで入場無料

※ 3歳未満も座席が必要な場合

はチケットが必要です。

●チケット販売　田園ホール、町

内プレイガイド

●日時　1月26日㈰午後2時

●料金　500円（全席自由）

●チケット販売　12月7日㈯～

　徳丹城跡の国指定史跡50周年

に合わせて、町を代表する史跡を

題材とした舞台「私説徳丹城史.

沃
よ く や

野ひらけて」を披露します。ぜ

ひ、ご来場ください。

●開演日時　① 2 月 8 日㈯午後

6時 30 分② 2月 9日㈰午後 1時

30分（開場は各日 30分前）

●チケット販売　12 月中旬に開

始予定

●日時　3月1日㈰午後1時30分

開場、午後2時開演

●料金　一般3,350円.（当日3,850

円）、シニア2,250円、（当日2,750

円）、小中高生1,000円（当日1,200

円）※全席指定

●チケット販売　田園ホール、町

内外プレイガイド

親子のための
クリスマスコンサート

矢巾町民劇場第 24 回公演
「私説徳丹城史 沃野ひらけて」

軽音楽祭
アコースティックライブ

田園ホールのツリーに飾り付けを

する、矢巾中央幼稚園・保育園の

の園児

クリスマスツリーの
展示が始まりました！

田園寄席
三遊亭白鳥 立川談笑　二人会
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スポーツだより
町民総合体育館　☎ 697-4646　FAX697-4907

開館時間　午前８時30分～午後９時（祝日を除く月曜日休館）

◆「スキー・スノーボード教室」参加者募集！

　町体育協会では、毎年大好評の「スキー・スノーボード教室」の参加者を募集します。初心者から

中級者まで技術レベルに応じたグループレッスンで、町スキー協会や専門のインストラクターが指導

します。なお、教室の参加者のうち希望者を対象に、別日程で用具の調整やワックスがけを無料で行

います。

●期日　1 月 7 日㈫、8 日㈬、9 日㈭のうち、都

合のよい日を選択して参加（複数回参加可能）

●場所　岩手高原スノーパーク（町民総合体育館

前に午前 7時 30 分集合後、バスで送迎。午後 4

時 30分解散予定）

●対象・定員　町内在住の小学３年生以上　スキー

各回 40人、スノーボード各回 10人　※先着順

●参加料　 1 回参加 3,500円. 2 回参加 6,000円

 3 回参加. 8,000 円（昼食代、保険料を含む）

※楽々クラブ矢巾会員は上記から 500 円割引

●用具点検・整備、はき方指導　12月 21 日㈯午

前 9時～　町民総合体育館（参加無料）

●申し込み　12月 3日㈫～ 20日㈮の開館時間内に、参加料を添えて町民総合体育館へお申し込み

ください。※月曜休館

※心身機能の障がいや食物アレルギーなどがある場合は、申し込みの際に必ずお伝えください（集団

でのレッスンが著しく困難と主催者が判断した場合、保護者と相談の上、参加をお断りすることがあ

ります）。

◆「健康・体力づくりセミナー」参加者募集！

　町体育協会では、「健康・体力づくりセミナー」を開催します。身体ほぐしの体操やダイエットに

最適な有酸素系（エアロビクスなど）の運動など、毎回違う種類の運動を体験できます。1回ごとで

も参加できますので、体力にあまり自信のない方も安心してご参加ください。

　また、参加者を対象として、測定機器に 1分間乗るだけで筋肉量や体脂肪率などが測定できる「体

組成測定」を行います。セミナーの初日と最終日に実施予定で、健康運動を通した体の変化を体感で

きます。ぜひ、お試しください。　

●日時　1月 17日～ 3月 6日までの毎週金曜日、午後 1時 30分～午後 2時 30分、全 8回

●場所　町民総合体育館

●対象・定員　町内に住所または職場のある一般女性　各回 30人

●内容　各種健康運動（身体ほぐし・エアロビクスなど）

●参加料　全日参加、1回ごとの参加に分けて、設定しています。

.全 8 回参加.一般 5,000 円、楽々クラブ会員は 4,500 円、65歳以上は 4,000 円

.1 回ごと.一般 1,100 円、楽々クラブ会員 600 円　　　　　

●申し込み　12月 17 日㈫から受け付けます。各開催日の 3日前までに、参加料を添えて体育館窓

口にお申込みください。※月曜日、年末年始（12/29 ～ 1/3）は除く。

●体組成測定　１月17日㈮、3月6日㈮　両日とも午後１時から町民総合体育館で実施　

※セミナー参加者対象、参加無料

◆個人利用デーのお知らせ　12月の個人利用デーは 12月 7日㈯午後 1時～午後 4時。

昨年行われたスキー・スノーボード教室
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