イベント

アタマもカラダもリフレッシュ

大人のベリーダンス体験会

－

－

１１２１

ダンススポーツ教室

ニコリ

市民交流センター

問合せ☎２２

ニコリ主催イベント
家族の絵展示会（無料）

リフレッシュを目的とした
ベリーダンス教室です。腰や
肩にも効き、健康を目指せま
す！ママ世代～中高年まで、
運動したい大人の女性の方大
歓迎！
■日時 ７月 日（金）
時 分～ 時 分
■参加費 １，０００円
■定員
名
■場所 ニコリ１階音楽室２
■講師 Ｔｓｕｎａ先生
■申込方法 ニコリ１階総合
受付にて申込書を記入し参
加費をお支払いください。
30

キラキラ星空トーク（無料）

〝ほね〟をテーマにした楽
しいほねほねショーやワーク
ショップを行います。
■日時 ７月１日（土）
時 分～ 時
■場所 ニコリ２階子育て支
援センターイベントスペース
■対象・定員 小学生 名程
度（保護者含む）
■講師 うえちゃん（山梨県
立科学館 上野元嗣）

「ミステリーボーンハンター
今よみがえるナゾのホネ！」
（参加無料）

問合せ☎２２

大村記念図書館

30 14
30

老若男女、様々な方が描い
た自分の家族の絵を展示しま
す！
■展示期間 ６月３日（土）
～６月 日（日）
■開催場所 韮地下 アート
ギャラリー１

社交ダンスから発展したダ
ンススポーツ。ワルツ・タン
ゴ・ルンバの基本的な踊りを
楽しみましょう！
■日時 ６月 日・７月３日・
日・ 日・ 日・ 日、
８月７日・ 日（月曜日８
回） 時 分～ 時
■参加費 ４，０００円
名 ※ペア歓迎
■定員
■場所 ３階多目的ホール
■講師 （公社）日本ダンス
スポーツ認定指導員
武 江 公 治 先 生、 斉 藤 真 弓
先生、内藤速先生
■申込方法 総合受付にて申
込書を記入し、参加費をお
支払いください。
31

山梨第１号の星ソムリエが
素敵な星空の世界にみなさま
をご案内いたします。
■日時 ７月１日（土）
ちびっこ星トーク（子供向
け）
時～ 時
星空案内（大人向け）
時～ 時
■場所 ニコリ２階会議室９
■講師 武井咲予氏（星ソム
リエ）

13

編物講習会
かぎ針で編む編物にチャレ
ンジしませんか？
■日時 ６月 日（土）
時～ 時
■参加費 カーディガン（上
級者向け） ６，４００円
ベスト（初級者向け）
４，０００円
ミニショール（初級者向け）
１，８００円
小物（初めての方）
８００円
■定員
名
■持ち物 かぎ針、昼食
■場所 １階 会議室５
■講師 山梨編物手芸の会
■申込方法 ニコリ１階総合
受付にて申込書を記入し参
加費をお支払いください。
15

18

■講師 小林 拓 氏
■申込 ６月１日（木）から
電話または図書館カウンタ
（山梨大学客員准教授）
ー。申し込みはお早めに。
■日時 ６月 日（土）
時 分～ 時
「感染症と人々の歴史」展示
■定員・料金
人程度、申
大 村 智 博 士 は、「 寄 生 虫 病
込不要
に対する治療法の発見」によ
■場所 ニコリ２階会議室９
り多くの人々を救い、ノーベ
「第４回韮崎市図書館を使っ
ル賞を受賞しました。かつて、 た調べる学習コンクール」
山梨県でも寄生虫による病が
図書館の本を使って、気に
人々を苦しめたという過去が
なることを調べてみません
あります。図書館ではこれら
か？本年度も、図書館を使っ
の感染症や医療の歴史に関連
た調べる学習コンクールを開
し た 資 料 を 展 示 い た し ま す。 催いたします。地元韮崎のこ
切り離すことのできない人と
と、自分の興味のあることな
病の歴史について、知るきっ
ど、テーマは自由です。韮崎
かけとしてください。
市在住・在学の小中学生なら
■展示期間 ６月１日（木）
ば ど な た で も 応 募 可 能 で す。
～６月 日（木）
図書館では、調べる学習を応
援するイベントや展示を開催
放送大学公開講座（無料）
しています。ご興味をお持ち
「南極へのバーチャルツアー
の方はお気軽におたずねくだ
～観測隊員の視点から～」
さい。
■作品募集期間
８月 日（火）～９月 日
（金） ※必着
韮崎市内の小中学校に通う
児童・生徒は学校を通じて提
出してください
■調べる学習説明会
①７月２日（日）
時 分～ 時
・内容 ポプラディア研修会
・講師 飯田建氏（株式会社
ポプラ社）

29

南極観測について、基地で
の観測方法や生活の様子など
を、観測隊員が現地で撮影し
た写真を紹介しながら、講師
の先生が分かりやすく解説し
ます。当日は、南極から持ち
帰った氷を用意します。氷の
中に閉じ込められた太古の
空気が弾ける音を聞きなが
ら、観測隊員になったつもり
になって、図書館から南極ツ
アーに出かけてみませんか。
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②７月 日（土） 時～ 時
・内容 まとめ方・参考文献
の書き方
※両日ともにニコリ２階会議
室９にて実施
■申込 ６月 日 土
( よ
)り
カウンター・電話にて受付
※どちらか一方のみの参加も
可能です。
■調べる学習相談会
夏 休 み 期 間 中、 随 時 実 施。
お気軽にスタッフへお尋ねく
ださい。館内では、昨年度の
入選作品レプリカの展示等も
行っています。
15

三ッ星 シ ネ マ 上 映 会 ！ 第 ４ 弾
「父と暮らせば」

図書館内カウンターにて無
料 チ ケ ッ ト を 配 布 し ま す。
（基本的におひとり様３枚
まで）

朗読のつどい（無料）
６月は市外（朗読の会すず
らん）
・市内の朗読ボランティ
アグループの出演です。
■日時 ６月 日（土）
時～ 時
■場所 二コリ２階会議室９
■内容（作品名・朗読者）
「梅薫る」
藤沢 周平作
朗読 深澤恵美子氏
「頭のふりかけ購入記」
東海林 さだお作
朗読 飯久保博幸氏
「蜘蛛の糸」
芥川龍之介作
朗読 斎藤 豊子氏
「智恵子抄」
高村光太郎作
朗読 金丸 芳子氏
「注文の多い料理店」
宮沢 賢治作
清水
薫氏
朗読

７６７６

子育て支援センター
問合せ☎２３

にら★歩歩くらぶ 新緑の中
で韮崎の自然をたのしもう
「穂坂自然公園に行こう」

■日時 ６月１日（木）
時～ 時 分
■場所 穂坂自然公園駐車場
（現地集合・雨天中止）
■対象 未就学児と保護者
組（要予約）
■定員
■持ち物 いつものお出かけ
グッズ、履きなれた靴、虫
よけ用品、帽子

にら★ちび 森の 公園く
らぶ すなあそびをしよう

お天気がいい日は元気いっ
ぱいお外で遊ぼう♪
■日時 ６月 日（火）
時～ 時 分
■場所 韮崎中央公園ＳＬ前
（ 時集合 雨天中止）
■対象 ０～３歳児と保護者
■定員 先着 組（要予約）
■持ち物 着替え一式、帽子、
水分、ある人は砂場遊びグ
ッズ

プ遊び・読み聞かせ

にら★ちびパパの会

■日時 ６月 日（日）
時 分～ 時 分
■場所 にら★ちび２階
■対象 未就学児の父子 組
（夫婦での参加も可）
■ 内 容 父 親 の 子 育 て 談 義、
パパと遊ぼう♪
■ファシリテーター
金井 洋介氏
１００円

韮崎高校生
あかちゃん抱っこ体験

七里岩書房 民話絵本発売中

「いたずら好きなむじなと
ズイトン和尚さん」にら★ち
びでも取り扱っています。お
子さんに韮崎民話を伝えませ
んか？ １冊５００円

※要予約イベントについては
電話またはＨＰでお申し込
みください。

■場所

韮崎の子育て応援団と交流
しよう。子育てにやさしい商
品の販売・ワークショップ・
セラピーが楽しめます。子育
て中でなくても、どなたでも
ご来場いただけます。
■日時 ６月 日（木）
時～ 時
にら★ちび３階

にら★ちびまつり

■参加費

11

高校生と子育て交流
■日時 ６月 日（金）
時～ 時 分
■場所 にら★ちび３階
■対象 ０才児の赤ちゃんと
保護者 組（要予約）
■内容 高校生の赤ちゃん抱
っこ体験サポート、高校生
とおしゃべり、スキンシッ

中央公民館

問合せ☎２０

１１１５

「筆ペン講座」（無料）
筆ペンで自分の名前を美しく

筆ペンで自分の名前を書く
のは苦手、と思っている方い
ませんか？書道経験がなくて
もコツさえつかめば大丈夫！
自分の名前を美しく書けるよ
うになりましょう。
■日時 ６月 日・７月４日
（火）【２回講座】
時～ 時
■場所 ニコリ１階会議室５
■定員
名
■持ち物 市販の筆ペン
■講師 書家 田中 志津氏
■申込 ６月１日（木）～

まなびｎｏサロン ＣＯＣＯつな

『しゃべらん会』～楽しく
おしゃべりしましょう～

お茶でもの飲みながら楽し
くおしゃべりしませんか？時
間内出入り自由の気ままなお
しゃべりサロンです。お楽し
みコーナーもあります。フラ
リとお寄りください。
■日時 ７月 日（火）
時 分～ 時
■場所 ニコリ１階会議室Ａ
■参加費 無料
■申込 不要

広報にらさき
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韮崎市のいいところへ親子
でお出かけ♪
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舞台は原爆投下から三年後
の広島。図書館で働く美津江
は恋をする。生き残ったこと
に負い目を感じ幸せを拒む美
津江の前に、死んだ父の幽霊
が現われ…。親子の愛と原爆
の悲劇が交差する、感動の物
語。鑑賞者には素敵なプレゼ
ントもご用意しています。
■日時 ６月 日（日）
時～
・開場
・上映
時 分～
（本編：約 分）
■場所 二コリ２階会議室９
■対象 中学生以上
■席数 約 席
■申込 ６月３日（土）より、
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