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東和長寿大学 令和４年度受講生を募集します！

対 象 ： 東和地区在住の概ね６０歳以上の方

年 会 費 ： 1，500円（運営費等）但し、館外学習参加費、材料費等は実費負担

学習内容 ： 健康教室、教養講座、館外学習、運動会、音楽視聴などを１０回／年開催

申込期限 ： いつでも受け付けます（飛び入りでの単発受講はできません）

問い合わせ、申し込みは各地区公民館まで（東和公民館 ☎４６-４１１１）

健康教室 演奏会 館外学習

☆★☆図書の寄贈ありがとうございます！☆★☆

引き続き、自宅に眠っている図書を寄贈いただけませんか？

皆様からのご厚意により、今年

度に入り約560冊の図書を寄贈い

ただきました。（１月末現在）

今後ともご協力くださいますよ

うお願いします。

◎寄贈いただいた図書の取り扱い

は当館に一任していただきます。

◎汚れ、書込み等のあるもの、

古い実用書やガイドブック、

百科事典、雑誌等の中で、一

部受け取れないものもありま

すので、詳しくは東和公民館

へお問い合わせください。

【標語の部】

≪家庭の日に関するもの≫

最優秀賞

「トークしよう スマホじゃなくて My家庭」渡辺 詩織（東和中3年）

「家族とね 過ごせる時間 大切に」齋藤 莉子（東和小5年）

優 秀 賞 大橋 萌花（東和中3年）、柏木 結香（東和中3年）

村上 晴太（東和小2年）、高野 紗良（東和小5年）

≪非行・いじめに関するもの≫

最優秀賞

「気づかない スマホの奥の その真意」佐藤 幸菜（東和中3年）

「だいじょうぶ? ぼくにはなしを きかせてよ」佐藤蒼太(東和小1年）

優 秀 賞 宍戸 涼七（東和中1年）、梅原 美遥（東和中1年）

佐藤 菜々香（東和小5年）、土屋 初妃（東和小6年）

青少年育成市民会議太田地区推進協議会では、青少年の健全育成に関する作品を募集し、このほど入賞

作品の選考会を行いました。

受賞者は次のとおりです。なお、入賞作品は、３月2日（水）から3月15日（火）まで東和文化セン

ターロビーに展示しておりますのでご覧ください。

太田地区青少年健全育成の標語・絵画作品の表彰を行いました！

【ポスターの部】

≪家庭の日に関するもの≫

最優秀賞

斎藤 花凜（東和小6年）

≪非行・いじめに関するもの≫

最優秀賞

高野 歩美（東和小6年）

優 秀 賞

高野 玲（東和小5年）

渡邉 日和（東和小5年）



（２） 東和公民館だより ３月号

１月２７日（木）太田住民センターにて、１９名の参加

のもと「パステルアート」の制作に取り組みました。

講師は太田公民館の安部館長が務め、絵画は苦手という

方も楽しく取り組むことが出来ていました。初めての作品

とは思えない出来栄えに皆さん満足されていました。

絵画などのアートは「右脳」を使うと言われ、老化防止

の脳トレも兼ねた有意義な学習会となりました。

東和長寿大学「太田あじさい学級」学習会を開催しました！

東和女性セミナー2月学習会・閉講式開催しました！
２月１６日（水）東和文化センター研修室にて、１

５名の参加のもと学習会「自分にご褒美、フラワーア

レンジメント」を開催しました。ちえのお花屋さん店

長、阿部裕美氏を講師に迎え、一年間の自分の頑張り

のご褒美としてフラワーアレンジメントを体験し、全

１１回の学習会を終了しました。

その後、閉講式を開催し、関東和公民館長から皆勤

賞２名、精勤賞４名に賞状が授与され、今年度の東和

女性セミナーを閉講しました。

東和長寿大学「針道学級」学習会を開催しました！
1月２７日（木）東和文化センター研修室にて、１９名の参加のもと学習会「腸元気！おなかの健康教

室」を開催しました。

講師の福島ヤクルト販売株式会社

ヤクルト健康ステーション菅野みど

り氏から、おなか（腸）のしくみと

大切さや、その腸を元気にして快調

にすることで日々の健康を保つこと

について模型などを用いてわかり易

く説明いただき、体に悪影響を与え

る便秘のしくみと解消法についても

教わることが出来、大変ためになる

学習会となりました。

1月20日（木）８名の参加のもと館外研修として戸沢管内の事業所2カ所を訪問ししました。

安達地方仮設焼却施設（戸沢字熊ノ久保地内）では農業系廃棄物の減容化処理を最新の施設・設備に、

東和長寿大学「戸沢学級」学習会を開催しました！

より、安全を最優先として取り組んでいることがわかり

ました。なお、今後施設は焼却が終わり次第より、令和

４年度中に解体・撤去される予定です。

㈱協栄製作所（戸沢字西高内地内）は自動車に関す

る機械装置部品の製造加工及び各種専用機械の組立製

作を担っており、顧客が国内だけでなく北米、欧州、

中国等にあり、現地での機器取付けを行っているとの

ことでした。また、創業者である鴫原憲一社長から従

業員を大切にする経営、地域貢献事業等の説明があり、

参加者一同感銘を受け、更なる飛躍を感じさせる事業

所の存在を知り、有意義な研修となりました。
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◎◎◎ 2021 年下期第１６6 回 芥川賞＆直木賞 ◎◎◎ 
 
 

 
☆☆☆ 2022 年本屋大賞ノミネート 10 作品 ☆☆☆ 

☆大賞他各賞の発表は４月 6 日 

 

☆★新刊紹介★☆ 
◎R.I.P. 安らかに眠れ   久坂部 羊／著  
優しかった兄が、３人もの自殺志願者を殺めた—。世間から極悪人と糾弾される村瀬真也。連続

凶悪事件を犯した兄が語り始める不可解な動機を解き明かそうと、妹の薫子は奔走するが、一線を

越えてしまった真也の「知らなかった一面」に衝撃を受ける。自殺志願者を次々殺めた男の告白か

ら見えてきた真実とは—。行きすぎた正義と、無関心な親切は、どちらが正しいのだろうか。                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
◎植物と暮らす 12 ヶ月の楽しみ方   ガーデンストーリー／著 

食品ロス問題ジャーナリストが食品ロスの現状、世界と日本の食料事情などをイラスト付き

でわかりやすく解説。驚くような食の現実と、これからの向き合い方を考えるための入門書。 

                                          
◎小学館の図鑑 NEO  鉄道   長根 広和／指導・執筆 

日本全国の鉄道を紹介。鉄道会社別・地域別に分類し、車両形式ごとに掲載しているので、
知りたい車両がすぐに見つかる！！普段見ることができない貴重な車両や、深夜の保線作業
に密着した記事なども収録。この１冊で鉄道の全てがわかる！！ 

 

 

『ブラックボックス』  砂川 文次／著  『塞王の楯』  今村 翔吾／著 
『黒牢城』    米澤 穂信／著 

 
 
 
 
 
 
 

ずっと遠くに行きたかった。今も行

きたいと思っている。自分の中の怒

りの爆発を、なぜ止められないのだ

ろう。自転車便のメッセンジャー、

サクマは都内を今日もひた走る。第

１６６回芥川賞受賞。 

  
 
 
 
 
 
 

 

書名 著者  書名 著者 
・赤と青とエスキース 青山 美智子/著  ・正欲 朝井 リョウ/著 
・硝子の塔の殺人 知念 実希人/著  ・星を掬う 町田 そのこ/著 
・同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬/著  ・黒牢城 米澤 穂信/著 
・残月記 小田 雅久仁/著  ・夜が明ける 西 加奈子/著 
・スモールワールズ 一穂 ミチ/著  ・六人の嘘つきな大学生 朝倉 秋成/著 

・輝山 澤田 瞳子／著 ・父のビスコ 平松 洋子／著 

・味の台湾 焦 桐／著 ・希望のステージ 南 杏子／著 

・月夜の森の梟 小池 真理子／著 ・きょうの肴なに食べよう クォンヨソン／著 

・めぐりんと私 大崎 梢／著 ・福島モノローグ いとうせいこう／著 

・氷柱の声 くどうれいん／著 ・探花（隠密捜査９） 今野 敏／著 

・特許やぶりの女王 南原 詠／著 ・もう別れてもいいですか 垣谷 美雨／著 

・ミス・サンシャイン 吉田 修一／著 ・ペイント イ ヒヨン／著 

・私が原発を止めた理由 樋口 英明／著 ・フライパンひとつで魚のごちそう ダンノ マリコ／著 

・１０年かかって地味ごはん 和田 明日香／著 ・どうせ世界は変えられない 井手 英策／著 

・豆くう人々 長谷川 清美／著  なんて誰が言った？  

・どうしてパパとけっ 

こんしたの？ 

桃戸 栗子／著 ・よるくまシュッカとゆき 

のおふとん 

E.M.ヤコブセン／著 

・やさいのおにたいじ つるた ようこ／著 ・コンコンきつねのおには

そと 

よこみちけいこ／著 

芥 川 賞 直 木 賞 


