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《ヴェルディサッカースクール岩手》

赤ちゃん、子どもと一緒でもラクラクお出かけ！ を親子で楽しもう！

赤ちゃん休憩室( 授乳室あり）

 ２０１８６/3（日）
①開場10:30　開 演11:0 0
②開場13:30　開 演14:0 0

さくらホール

大ホール

全席指定　
前売2,50 0 円　
当日2,80 0 円
発売開始　３月３日（土）
※３歳以上有料。２歳以下は保護者
　１名につき１名ひざ上鑑賞可。た
　だし、お席が必要なお子様は有料。
チケット予約専用TEL
ＴＥＬ０１９７－６１－３５００

きたかみ 赤ちゃんの駅 ほっぺキッズルーム　1時間400円

さくらホールは公演を観るだけでなく、親子そろってのお茶会、リトミック、ベビーマッサージなどさまざまな目的にご利用いただけます。
遊具付きキッズルーム、DVDプレーヤー(有料)や給湯ポットなどの貸し出しも行っております。また、赤ちゃん休憩室(授乳室)もあります。

さくらホール

vol.11

2018 Mar

TEL ０１９７－６３－６３７４

北上市大通り３丁目１１－２１

北上市社会福祉協議会福祉基金助成事業

平成３０年３月１０日（土）さくらホール和室さくら

にて岩舘さゆり氏の講座を開催します。２講座の連続

受講もでき、受講料は無料です。

お申込はメールにて。info@kitakoso.babymilk.jp

　１０：００〜１０：４５　片づけカフェ

　１１：００〜１２：３０　片づけ基本講座



サトシンさんの絵本読みまショーサトシンさんの絵本読みまショー
　平成２９年１０月１６日に西和賀町文化創造

館銀河ホールにて、絵本作家サトシンさんの

トークショーが開催されました。

　「うんこ！」や「わたし

はあかねこ」で有名です

が、日本昔話を J-POP に

アレンジした CDも出して

おり、当日はライブも披

露されました。

子どもゆめ基金助成活動

パパと一緒にロボットプログラミング講座

　平成３０年１月６日（土）と１月１３

日（土）いわてデジタルエンジニア育成

センターにて、「パパと一緒にロボットプ

ログラミング講座」を開催しました。

　講師に株式会社NEXT REVOLUTION より

高橋一真さんをお呼びし、業界の裏話や、

ネットリテラシーについても講義していた

だきました。

　アーテック社のキットを使い、セン

サー付きの自動ドアとお掃除ロボット

を班ごとにブロックで組立てました。そ

れぞれがプログラミングし、基盤に転送しロボッ
トが正常に動くかを確認しました。
　「なんとなく」では動かないロボットにやきもきし、
試行錯誤を繰り返していました。
　親子の笑顔があふれる楽しい講座となりました。
　〜アンケートから〜

　楽しかったです。自分も子供の頃にこんな機会があっ

たらよかったなと思いました。先生の考えも共感でき

ました。子供にもちゃんと伝えなきゃと思いました。



○お問い合わせ：６１－４７００( 火曜休館日）
　月水木金 10:00～22:00 ／土 10:00～21:00 ／日祝 10:00～18:00

　北上市社会福祉協議会のフードバンクを見学してきま

した。フードバンクでは、個人や企業から寄付された食

料を、必要としている方々へ無償で提供しています。

　食品は常時募集しているそうですので、賞味期限６ヶ

月以上で常温保存できるお米や缶詰、お菓子や粉ミルク

などご提供ください。

　支援が必要な方は、暮らしの自立支援センターやなん

でも心配ごと相談センターへ相談してみてください。

　北上市社会福祉協議会　TEL ０１９７-６４-１２１２

無料体験レッスン随時受付中
北上市諏訪町２丁目６－１８
入会お申込み・問い合わせは
０７０－２４３０－５５８８

スタジオ・アンダーパス！スタジオ・アンダーパス！
OPEN

　昨年１０月、諏訪町に「スタジオ・
アンダーパス！」がオープンしました。
　ご存知アンダーパス！のお二人が
ボーカルレッスンを、YOSHIKI さん
がヒップホップダンスレッスンを担当しています。
　他にもヨガコースや、アーティスト育成コースもあり、
ここから未来のスターが生まれる予感がします。
　３月２５日（日）１４時からは、アメリカンワールド
で「スタジオ・アンダーパス！スペシャルSHOW」が
開催されるそうです。



　平成３０年２月１８日にまんまるママいわて主催の「父親を
巻き込む産後ケア」が花北振興センターにて開催されました。

　午後の部の渡邊大地氏の講演に参加してきました。

　３人目のお子さんの出産エピソードから始まり、グループ

ワークなどあっという間の２時間でした。

　「エジンバラ産後うつ病問診票の夫用を作るとしたら？」と
いうグループワークは盛り上がりました。

　まんまるママいわての産前産後ケアハウス「まんまるぽっと」の活動報告もありました。

　北上市にも産後ケアが広まるといいですね。

まちづくりチャレンジ補助金助成事業

ニシワガーの SHOCK 育＆地産地 SHOWニシワガーの SHOCK 育＆地産地 SHOW

〒024- 0032 岩手県北上市川岸3-16-32  さくらハウスＢ
＆

�
� +500

地産地消トーク地産地消トーク

　平成３０年２月１７日（土）さくらホール小

ホールにて、「ベジっこレンジャーとニシワガー

の SHOCK 育＆地産地 SHOW」を開催しました。

　ときよじせつONODERAの小野寺伸也シェフ

をお呼びし、馬場農園のロメインレタス、うる

おい春夏秋冬の人参と大根、湯田牛乳のヨー

グルト、フルーツきやなぎからイチゴを

提供いただき、盛り付けのデモンスト

レーションをしていただきました。

　参加者の中から５組の親子とニシワ

ガーも盛り付けに参加しました。

　続いては「食のつながり認証制度」認

定事業者によるトークコーナー。

　喜久盛酒造株式会社の藤村卓也

氏、ナナツノツキノの長谷川

真弓氏、クレアクロップス

株式会社の馬場一輝氏、

西和賀町地域おこし協力

隊の藤原朝子氏の地産地

消トークが繰り広げられま

した。

　４氏とニシワガー、ヒャクシカイザー

の○×クイズも開催し、正解者にはオリジナルグッズなどがプレ
ゼントされました。
　ヒーローたちの餅まきとプレゼント抽選会、で幕を閉じました。

産後サポート会社アイナロハ

ベジっこレンジャーとベジっこレンジャーと



岩手県北上市鬼柳町古川 83-2
フリーダイヤル ０１２０-６７３-３１４

http://kizuna-station.com
＊社名が㈲石川硝子店から㈱絆すてーしょんに変わりました ヒーロー餅まき

キヅールキヅール
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更木ふるさと興社の桑茶や、ナナツノツキノ
の甘酒、夏油古民家カフェ kobiru のコーヒー
がふるまわれました

岩手酸素
より

風船プレ
ゼント

P＆Cリンクよりリンゴ、西和賀産業公社
より西わらびのピクルスなどプレゼント

平成２９年１０月２６日
　第２回社会教育委員会議定例会出席
平成２９年１０月２７日
　北上市要保護児童対策地域協議会
　代表者会議出席
平成２９年１１月２４日
　第１回北上市基本構想等審議会出席
平成２９年１１月２９日
　まちスタ塾地域づくり講座参加
平成２９年１２月７日
　南岩手地域活性化塾参加
平成２９年１２月２２日・１月１１日
　子育て世代の意見交換ワークショップ
平成３０年１月２４日
　まちスタ塾チラシの作り方講座参加

店舗 /事務所

岩手県北上市新穀町一丁目 7-39

TEL:0197-75-1500 

FAX:0197-75-0530

 
医療ガス・工業用高圧ガス・プロパンガス・灯油・軽油 販売 
ガスや油に関することならなんでも！先ずはご一報ください！！ 

岩 手 酸 素 株 式 会 社
代表取締役社長 堀内健一 
〒024-0334 北上市和賀町藤根 18-81-1 
TEL 0197 （73）7799／FAX 0197 （73）7591 
Mail:info.sv2.iwatesanso.jp  



○北上勤労者体育センター管理棟

●ベビーホーム　あい　　　　　　川岸３丁目
●ガーデン北上東　　　　　　　　黒沢尻１丁目
●ニチイキッズ北上さくら保育園　黒沢尻３丁目
●ガーデン北上中央　　　　　　　さくら通り３丁目
●ゆめいろ保育園　　　　　　　　常盤台１丁目
●キッズランド未来　　　　　　　常盤台２丁目
●ひよこ保育園　　　　　　　　　中野町１丁目
●ガーデン村崎野園　　　　　　　村崎野５地割
●和の色保育園　　　　　　　　　村崎野 1 3 地割
●ぷっちらんど保育園　　　　　　村崎野 1 4 地割
●そらいろ保育園　　　　　　　　鬼柳町堰合
●どれみ保育園　　　　　　　　　さくら通り１丁目
●ぽっぷらんど保育園　　　　　　北鬼柳７地割

小
規
模
保
育
事
業
所

手洗い

うがい

○黒沢尻北地区交流センター
○飯豊地区交流センター
○株式会社アスク興産



○お問い合わせ：６１－４７００( 火曜休館日）
　月水木金 10:00～22:00 ／土 10:00～21:00 ／日祝 10:00～18:00



○お問い合わせ：６１－４７００( 火曜休館日）
　月水木金 10:00～22:00 ／土 10:00～21:00 ／日祝 10:00～18:00


