新規利用登録団体紹介
登録番号

323

団体名

活動内容

旦之上自治会（いきいき健康サロン）

地域健康長寿拠点支援事業による PPK 体操等の活動

別子校区まちづくり推進委員会

地域活動

新年あけましておめでとうございます。
324

旧年中は協働オフィスが新体制で動き始め、たくさんの方々に
ご支援いただきありがとうございました。

325

ベトナムの文化を通じた国際交流を行う。

シンチャオの会

本年もお力添えのほどよろしくお願いいたします。

新居浜初の即興演劇の劇団です。毎月第 4 木曜日にあかがねミュ

祝・受賞

ージアム屋内ステージにてだれでも体験できるワークショップを
開催中。即興なので、台本などはありません。

326

即興演劇シーソーズ新居浜

その場でお話を作ります。希望者は不定期開催のインプロショー
に出演できます。会場は主にカフェなど劇場ではない場所です。

【新居浜市勇太鼓保存会】

【えんとつ山倶楽部】

必要がありません。ワークショップは参加費も無料です。

新居浜市勇太鼓保存会さんが伊予銀行さんの

えんとつ山倶楽部さんが四国森林管理局「四国

見学からでもぜひ！

【伊予銀行地域文化活動助成金制度】助成対象団

山の日賞」を受賞されました。平成 20 年度よ

体に選ばれました。伊予銀行大塚頭取から表彰さ

りえんとつ山を誰もが親しめる里山として行

れ、賞状と助成目録を手渡されました。

政と協働開発し長年、植栽や間伐を行ってきた

会発足から 30 周年、日頃の活動やたゆまぬ練習の

成果が認められたのだと思います。おめでとう

賜物だと思います。おめでとうございます。

ございます。

全員初心者の劇団です。 年齢制限もありません。セリフも覚える

募集特集
＜A-ONE

Ｐａｒｔ3
＜心龍＞

Dance＞

HIP-HOP DANCE 生徒募集

地域活動団体

心龍メンバー・協力団体募集

お祭りが好きな方、イベント行事が好きな方、
A-ONE では、かっこよく踊れる様、
見て頂ける皆様に楽しんでもらえる様、日々 清掃活動に関心がある方心龍に参加しません
の練習を楽しくおこなっています。
か？学生、社会人問いません！もちろん青年団
目標をもって練習が楽しめます。
所属の方も大歓迎です。！
ダンスが踊れるようになると、楽しいです！
お問合せ：心龍代表 松岡
ぜひ参加してみてください！
shinryuu0712@gmail.com
連絡先：A-ONE Dance
代表 川崎 真次
090-7582-9472
Twitter:＠Sinryu_0712

まちゅり
発行

新居浜市まちづくり協働オフィス

〒792-0023
新居浜市繁本町 8 番 65 号 市民文化センター別館 1F
T E L：0897-65-3158/FAX：0897-65-3157
Ｅ-ｍａｉｌ：info@niihama-kyodo.jp
U R L：http://niihama-kyodo.jp
休 館 日：日曜、祝日、盆休み(8 月 14 日～8 月 16 日)
地 方 祭 (１０月 16 日～10 月 18 日)
年末年始 (１２月 29 日～翌年 1 月 3 日)
利用時間：平日 10:00～19:00/土曜 10:00～18:15

協働オフィス

1 月休館日のお知らせ

1(月)・2(火)・3(水)・7(日)
8(祝・月)・14(日)・21(日)・28(日)
休館日・時間外にミーティングルーム利用を希望され
る団体様は事前に予約していただき、休館日前日(スタ
ッフ滞在時間内)までに申込用紙の控えと鍵 を協働オ
フィスまで取りに来てください。
(予約は電話でも受け付けています)

お出かけ情報

あけましておめでとうございまちゅり♪
今月は口屋太鼓台さんと一緒に東京ドームへ行ってきまちゅり♪
ゆるキャラも大集合するみたいだから、たくさん友だち作ってきまちゅ～(*>ω<)
◆1/13(土)10:00～13:00 第 23 回みんなの消費生活展（銅夢にいはま）
◆1/19(金)～21(日) ふるさと祭り東京～日本の祭り・故郷の味～（東京ドーム）
◆1/28(日)9:00～12:00 百縁笑点街＆さんさん産直市・はまさいフェスティバル
（昭和通り・登り道サンロード）
※時間は、各イベントの開催時間ではありません。また、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

レポートの詳細などは下記ブログをチェックしてください。

イベント情報

イベント情報は下記をチェックしてください。
http://niihama-kyodo.jp/modules/eguide/

http://niihama-kyodo.jp/modules/popnupblog/

＜新居浜で落語を聴く会＞

＜Team 縁～yukari～＞

11 月 10 日（金）新居浜で落語を聴く会さんの

11 月 18 日（土）
「Team 縁～yukari～」さん主催の

「第３回

「I’m HOME TOUR 2017 in 愛媛

お寺・DE・落語会 in 西正寺

古今亭

森源太トーク

菊志ん独演会」にお邪魔させて頂きました。久し

＆ライブ」が開催されました。会場の新居浜工業高等

ぶりに笑いが絶えない楽しいひと時を過ごさせて

専門学校

頂き感謝です。

んから学生さん、大人の方々でいっぱいのお客さんが

階段教室には、市内外から小さな子どもさ

来場。熱く歌い語る森源太さん。とても、すてきなト
ーク＆ライブでした。

第 3 回 あかがね新春寄席～桂吉弥独演会～
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土）19：00 開演 （18：30 開場）
場所：あかがねミュージアム 多目的ホール
入場料：前売 2,500 円（当日 3,000 円）
チケットは協働オフィスにあります
出演：桂 吉弥、桂ひろば、芸乃虎や志
問合せ：あかがねミュージアム
TEL:0897-31-0305
主催：新居浜で落語を聴く会 あかがねミュージアム運営グループ

即興演劇シーソーズ新居浜

＜石鎚みすゞコスモス＞
11 月 23 日（祝・木）
「金子みすゞの宇宙～いのちとこころの詩～」が、新居浜市市民文化センター
大ホールで開催されました。開場直後から大勢の方が来られました。
感想文及び感想画の最優秀賞の授与式、感想文の発表と続き矢崎節夫さんと田中美里さんのトーク
ショー、田中美里さんの朗読と西村直記さんの演奏。来場者の皆さん、感動いっぱいの笑顔でした。

インプロショー

日時：平成 30 年 1 月 19 日（金）19：00 開演 （18：30 開場）
場所：あかがねミュージアム Cu カフェ
入場料：1,000 円（1 ドリンク付）
定員：30 名
出演：即興演劇シーソーズ新居浜
問合せ：090-1325-7025 （担当 山本）
stick.theatre@gmail.com
主催：即興演劇シーソーズ新居浜

詳細は http://sssniihama.web.fc2.com/をご覧ください。

展示コーナー報告
◆協働オフィス展示コーナー

◆伊予銀行登道支店展示コーナー

11 月 23 日（木・祝）に開催の「金子みすゞの宇

NPO 法人さしあげプロジェクトさん主催の『
「あか

宙～いのちとこころの詩～」にあわせ、『活動紹介

がねの道プロジェクト」昭和レトロパネル展』が

パネルと尾崎眞吾さんのみすゞギャラリー』の展示

開催されました。

をしています。皆さん癒されていました。

懐かしい昭和のレトロな登り道商店街近辺の写真
や、昔の新聞記事等も展示し大好評でした。

＜日本のお手玉の会＞
12 月 2 日（土）・3 日（日）の 2 日間、あかがねミュージアムで新居浜市市制施行 80 周年、日本
のお手玉の会設立 25 周年記念「お手玉遊び市民大会～手から心へ 未来へつなぐお手玉～」が開催
されました。県内外からたくさんの方々がお手玉の様々なイベントを満喫していました。次世代に繋
がるすばらしい大会でした。
日本お手玉の会
http://www.otedama.jp/

各柱会日程のご案内
2018 年最初の柱会です。場所はいずれも、協働オフィスです。
どなたでも参加 OK♪是非、ご参加ください。
●大島の柱会
１月 16 日（火）19:00～21:00
●スポーツの柱会
1 月 31 日（水）19:00～21:00
●多文化共生の柱会
1 月 24 日（水）14:00～17:00

