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わが町の人物紹介

田んぼから学ぶ喜びを子どもたちへ

▲ 西阿知和町

加納 邦博

さん （78歳）
▲加納さんと子どもたちの記念写真

▲ 児童が作った菜めし田楽と澄まし汁

西阿知和町で農業を営んでいる加納さんの田んぼでは、13年前から愛知県立岡崎聾学校小
学部の児童と米作り体験を通した交流が続けられています。加納さんがこの交流を始めたきっ
かけは、前任者の意志を受け継いだことが始まりだそうですが、いつの間にか体験に取組む子
どもたちのひたむきな一生懸命さと笑顔、そして一年を通しての成長を感じられることが喜び
となり、継続する原動力になっています。
し ろ か き

お米作りは2月・5月に田んぼを耕し、6月の田植えの1週間前に代搔き作業をします。そし
て児童と田植えを行い、水の管理や草取りなど10月の稲刈りまで忙しい日々が続きます。子
どもたちも理科の授業の一環で稲の様子を観察に訪れます。
12月には加納さんが学校に招かれ、収穫したお米を使って収穫祭が行われます。この日は
子どもたちがお米について調べたことを発表したり、みんなで考えた献立の手作りメニューが
ふるまわれたりします。加納さんは優しいまなざしで子どもたちの質問に丁寧にわかりやすく
答えられていたのが印象的でした。
子どもの安全を第一に考え、田んぼから学ぶ喜びとものづくりの大切さ、厳しさを教えてい
る加納さん。この交流によって子どもたちの心も豊かに育っていくことでしょう。また、この
交流が若々しい加納さんの若さの秘訣なのかもしれません。
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便利な印刷作業室のご紹介
なごみんでは、市民活動・地域活動支援のため、印刷作業ができる部屋と機器を用意しています。
活動に必要な資料などを作成する際にご活用ください。（営利目的・宗教の布教目的は利用不可）
利用を希望される方は、なごみん2階受付にて「作業室利用用紙」をお受け取りください。
使用方法などご不明な点は、スタッフにお尋ねください。

印刷機（輪転機）

物品購入
【製版代】1枚 50円
＋【印刷代】
1～300枚 100円
以降300枚ごとに＋100円
★用紙はご持参ください。
なごみんで購入もでき
ます。

【コピー用紙（500枚）】
A4 1梱包 400円
A3 1梱包 800円
B5 1梱包 300円
B4 1梱包 600円

【パウチフィルム】
A4 １枚 50円
A3 1枚 100円
★受付にて販売

無料でご利用いただけます

裁断機

コピー機
【モノクロコピー】
全サイズ 1枚 10円
（A4・A3・B5・B4）
【カラーコピー】
A4・B4・B5 1枚 50円
A3
1枚 80円
★両面コピーの場合は
2枚扱い
★受付内に設置

紙折り機

電動ホッチキス

大型プリンター
【モノクロＡ1】
普通紙
250円
厚口紙
350円
【カラーＡ1】
普通紙
800円
厚口紙 1,000円

ラミネーター
※パウチフィルム

持込の場合のみ

★ＰＣデータ印刷のみ
★長尺印刷も可能

パソコンプリンター(モノクロ）

穴あけパンチ

検索用パソコン

【モノクロA４・A3】

1枚 10円
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※ご利用の方は、受付に
お申し出ください。
1時間程度のご利用に
ご協力お願いします。

団体より寄稿

市民活動団体紹介コーナー
◆かすり会 岩津
様々な場面で使える着物の着こなしを学んでいます。
岡崎の各地をはじめ、名古屋などでも着付け講習会を開いてお
り、日によっては着付けに加え、和裁や手芸、生け花などの講習
も行い、着物を中心とした和文化の継承を図っています。
興味があるけれど着付けの経験のない方、ぜひ一度お気軽にご参
加いただき着物に触れ、試着されてみてはいかがでしょうか。
出張着付けも承っております。
着物で日本の四季を楽しんでみませんか。
※4/15（日）「なごみんフェスタ2018」にて無料の着付け体
験を行います。ぜひご参加ください。お待ちしています。

▲ 留袖着付けの練習

●団体情報
活 動 日：第1・第3木曜日 10:00～12:00
第2・第4土曜日 18:30～20:30
活動場所：第1活動室
参 加 費：2000円/月

▲ 昨年のなごみんフェスタの様子

問合せ先：080-3655-3093（伊藤）

地域情報コーナー
◆奥山田のしだれ桜

▲ 昨年のしだれ桜の様子

市の天然記念物に指定されている奥山田のしだれ桜は、1300年
ほど前に持統天皇が村積山へ行幸した際に、お手植えになったと
伝えられるエドヒガンの逸品です。
ソメイヨシノより早く咲き始め、その優美な樹木と淡紅白色の花
の美しさに、年々多くの花見客が訪れるようになりました。
「奥山田しだれ桜まつり」期間中
には、夜桜照明が行なわれるほ
か、桜茶屋も開設され写真コン
クールも行われます。
ぜひ、皆様も散策してみてくださ
い。

●基本情報
まつり期間：30年 3/24（土）～4/2（月）
※ただし桜の開花状況により変更あり

夜間照明：18:00～21:30（桜まつり期間中毎日）
住
所：岡崎市奥山田町屋下２８
問合せ先：090-6368-1030（市川）
アクセス：名鉄バス「東岡崎駅」より奥殿陣屋
行または川向行「北斗台口」下車徒歩約20分、
「３号公園前」下車徒歩約10分

●桜茶屋情報

▲ 桜茶屋

期間中の催し物 （9:00～17:00）
（1）地元野菜を中心とした産直野菜、漬物
加工品の販売
（2）饅頭、花見団子、コーヒー、お茶、
ジュースの販売
（3）抹茶、甘酒等の販売
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市民活動団体情報コーナー
◆水彩画こすもす

◆フラワーサークル花☆花

【日時】3/3・17（土）
13:00～16:00
【場所】2階 第２活動室B
【連絡】0564-45-7876（有村）
【内容】水彩画 ※3/3～17になごみん3階で
作品展示を行っています。是非ご覧ください！

◆菜の花 句会

【日時】3/2・９・16・23・30（金）
10:00～15:00
【場所】2階 第２活動室AB
【連絡】090-2612-1814（佐久間）
【内容】フラワーアレンジメント
プリザーブドフラワー等
◆ナネア フラ ホア マ ラニ

【日時】3/16（金）
9:00～12:00
【場所】3階 第４活動室
【連絡】0564-45-3656（水野）
【内容】持ち寄った俳句で句会

【日時】３/10・24（土）13:00～14:30
3/３・17・31（土）10:00～11:30
【場所】2階 第３活動室
【連絡】090-4455-4751（尾崎）
【内容】フラダンス

上記の日時・場所は団体の都合により変更となる場合がありますので、問合せ先にてご確認ください。

なごみんからのお知らせ
●作品展示

●読み聞かせ

✿ 岡崎華道連盟

読み聞かせボランティア「ひよっこ」
【日時】 14日（水）・ 23日（金）
午前11：15～11：30
【場所】プレイルーム（なごみん2階）

場 所：1階待合スペース
内 容： いけばな展示
3/6～12
千秋流
3/13～19 草月流
3/20～26 天生流
3/27～4/2 日本華道松月

●Pick Up!!

◆ 籐細工の会 作品展

なごみんフェスタ2018
【ペットの写真・絵】募集中！！

日 時：3/1～3/31
場 所：1階ガラスケース
内 容： 籐細工

4 月 15 日（日）に 開 催 さ れ る『な ご み ん
フェスタ』で飾る、みなさんのペットの写
真を募集しています。なごみん館内のいろ
いろな場所に貼るので、当日自分のペット
がどこにいるか探しながらフェスタを楽し
んでくださいね！！
★L版程の大きさにプリントアウトしたものを、
なごみん窓口の箱へ入れてください。
★ご提供いただいた写真や絵は返却できません
のでご了承ください。

◆ 水越栄 作品展
日 時：3/1～3/31
場 所：1階ギャラリーストリート
内 容： 油絵
◆ 水彩画こすもす 作品展
日 時：3/3～3/17
場 所：3階ギャラリーストリート
内 容：水彩画
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発行：岡崎市北部地域交流センター・なごみん
住所：岡崎市西蔵前町字季平45番地1
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地域の情報、まちづくりに関する情報をお寄せください。

