イベント

音から音楽を作ろう！

音楽イベント担当
夕張高校

学び

講師

第 1 回ガッツ学習会

□日時 １１日 （土） 13 時～ 14 時 30 分

□日時 １２日 （日）

10 時～ 12 時

□参加費 500 円 ( 材料代）

□参加費 1 回 300 円

□対象 小学生以上 □難しさ ★

□対象 小学生 （全教科）

（文具代等）

中 ・ 高生 （数学のみ）

□持ち物 ペットボトル
□内容 普段何気なく使っているスプーンも。

吉澤 早紀

□難しさ ★★

飲みほしたペットボトルも。

□持ち物 筆記用具、 教材

身近なものが楽器になり、

□内容 2 時間集中して取り組みます。
2 回目は希望者のみ 20 日の同じ時間！

合奏するという体験を。

学習会・イベント担当
地域おこし協力隊

カメラを持って街歩き！

イベント

□日時 ： １２日 （日） 13 時～ 16 時
□参加費 ： 500 円

□対象 小学生以上

（印刷代）

□難しさ ★
□持ち物 カメラ持っている場合持参、 暖かい服装
□内容 街歩きをしながら写真を撮ります。 たくさん発見しよう !
現像した写真は 17 日からの写真展に展示予定！

山口 一樹
文化スポーツセンターでの
放課後学習会

第1回

宮文祭
< 予約・問い合わせ >

子どもが楽しめる体験イベントを中心に文化的な活動を行います。

宮文祭実行委員会 担当 山口

Facebook ページ「ゆうばり子ども情報Ｌｉｖｅ!」にも詳細を順次載せます。普段できない体験をたくさん体験しましょう！

Tel 090-8094-1465

申し込みは必要ありませんが予約ができます。各イベント、10 名程度の定員を設定していますので、達し次第 Facebook にてお知らせします。
山口

一樹

Mail yamaguchi.na.ni.nu@gmail.com

写真展

おいてけぼり
3 月 11 日（土）‐16 日（木）
いつの間にか、からだを全部

会場音楽 - 吉澤 早紀

「あしオト」

引きずって歩いているようにも見えた。

右、左、右、左。コツコツコツコツ。

と、伝えると、

過去が今を振動させている事が美しいと思う。

「歩いていないよ。」祖母の独り言。
イベント

写真集とお茶会

□日時 1１日 （土） 15 時～ 17 時
□参加費 500 円 （写真展入場料込）
□内容 こだわりのコーヒーと世界中の写真集を用意します。
後半には佐藤 × 山口 × 吉澤のクロストークあり。
テーマ 「個人が地域でできること」

未来に残る響きを、辿ってみたくなった。

< 写真展詳細 >
□開館時間 全日 11 時～ 18 時
（16 日、20 日のみ 15 時まで）
□入場料 各 300 円
□会場案内 清水沢コミュニティゲート 3 号室
（夕張市清水沢宮前町 39 宮コ 23）

イベント

冒険プレーパーク！

子どもの居場所を考える会

学び

□日時 ： 1８日 （土） 14 時～ 17 時

□日時 1９日（日）13 時 30 分～ 15 時

□参加費 ： 100 円

□参加費 500 円（菓子代）

□難しさ ★
7 月開催された

□持ち物 外遊びできる服装

□内容 家庭や地域での子どもに必要な環境を

ボードゲーム大会

□内容 近くの公園で雪合戦大会！

□難しさ ★★★

みんなで考えます。

他にも楽しい冬遊び♪

ゆったりやるのでぜひ！

大人が 2 人常駐します！
※未就学児の方は、
親御さん同伴でお願いします☆

イベント

イベント

ボードゲーム大会！

不思議生物を工作しよう！

前回別の場所で開催した
子どもの居場所を考える会

□日時 １９日 （日） 10 時～ 12 時

□日時 ２０日 （月） 13 時～ 14 時 30 分

□参加費 500 円 （菓子代）

□参加費 500 円

□対象 小学生以上 □難しさ ★

□持ち物 汚れてもよい服装

□内容 10 種類以上のボードゲームが楽しめます！

□内容 たらしたり、 うつしたり

（材料代）

□難しさ ★

ラスボスが待ち構える！？

水彩！クレヨン！色鉛筆

マニアックなものも？！

何歳からでも大丈夫です☆

ＭＩＹＡＢＵＮＳＡＩ 2017

３.１１ -２０
清水沢コミュニティーゲート
（土）

（月・祝）

PLAYING ＆ STUDYING ＆ THINKING
夕張高校美術部

写真展

人が住む風景
3 月 17 日（金）
‐20 日（月・祝）
夕張で暮らし、夕張で学ぶ私たち。
でも、自分のふるさと・夕張のこと、
どれだけ知っているだろう・・・・。
今回は、絵筆をカメラに持ち替えて、
人・風景・日常を見つめ直してみました。

< 清水沢コミュニティーゲートについて >

< 会場詳細 >

至平和
至シューパロ湖

清水沢プロジェクト代表

旧炭鉱住宅を活用して
「地域内外の人々のよりどころ」 となる場所を目的に

清水沢駅

セイコーマート
夕張清水沢店

昨年 10 月に開所しました。
インフォメーションスペースや休憩スペースがあり、
佐藤 真奈美

様々な機能を持っています。

本間ストアー

↑「宮コ 23」の掲示が目印です。

至南清水沢

宮前浴場

