
と き:平成26年 11月 1日 (土)-2日 (日 )

ところ:河北台健民体育館、河北台体育館、河北台中学校 ほか
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かほく市 0かほ《市教育委員会

お問い合わせ :教育委員会 生涯学習課

丁EL1283-7137 FAX1283-3643
Eメール syougai@city.kahoku.ishikawa.jp

生涯学習フェスティバル開催期間中、高松公民館、宇ノ気図書室。学習室は休館となります。



憲彰式・記念講演会

と き :11月 1日 (土)

ところ :河北台中学校 講堂

表彰式 (顕彰者表彰・教育委員会表彰)

記念請演会 【開場]0:10】
※開場後、七塚女性会貸衣裳室 スライドフアッションショーを行います。

100人バンド
(かほく市立3中学校吹奏楽部とかほく市吹奏楽団のコラボステージ)

記 盆 田 演 e
演 題:『明るく、楽しく、そしてあきらめない生き方』

講 師 :辻丼 いつ子《つじぃぃつこ》さん

◆プロフィール

東京都出身。
東京女掌館短大卒業後 、フ リーのアナ ウンサ ーと して活

躍。86年 、産婦人科医の辻丼孝氏と結婚。

88年に生まれた長男・伸行氏が生後まもなく全盲とわかり、
絶望と不安のなか、育児書や子育てマニュアルが全く役に立
たないところから、手探りで子育てをスタートする。
「明るく、楽しく、あきらめない」をモツトーに、持ち前の

ポジティブさと行動力で伸行氏を育てる。つねに子どもの可
能性を信じ、よく見て、ほめる「親ばか」の子育てで、生後
8カ月で伸行氏の音楽の才能を見つけ、プロのビアニス トヘ

と二人三脚で歩む。その結果、2009年 6月、アメリカで開催
された第 13回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール
で、伸行氏は日本人初の優勝を果たす。

また、子育てに悩む親御さんが集まって、意見交換をする
サイ ト「辻丼いつ子の子育て広場」を開設。自分の経験をも
とに各地で請演活動も行う。
著書に『今日の風、なに色 ?』 、自身の経験をもとに子育てのポイントを紹介し

た『親ばか力～子どもの才能を弓|き出す10の法則～』(いずれもアスコム)がある。

9:00～

10:30-11:30

12:00-12:30
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◎共催 :かほく市七塚女性会貸衣裳室
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七塚中央公園

②12:45～

③13:00～

④13:15～

⑤14:00～

⑥14:15～

⑦14:30～

③ 14:45～

⑨15:00～
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河1ヒ台健民体育館

七塚武道館   テニスコ~ト
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○ 駐車場  ‐ 会場までの歩行経路 (国道横断は、地下道もしくは横断歩道をご利用願います。)

河北台中学校講堂 ≪表彰式・記念講演会・芸能発表会・七塚女性会貰衣裳室スライドフアッションショー≫

河北台健民体育館 ≪第1展示会場≫  河北台体育館 ≪第2展示会場≫

河北台中学校地域交流棟 ≪健康まつり,消費生活啓発コーナー≫

河北台中学校芝生広場 ≪模擬店≫   河北台中学校中庭 ≪フリーマーケット≫

中央図書館 ≪図書館まつり・お茶会≫
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(中学校吹奏楽部&かほく吹奏楽団)

子ども太鼓教室

高松小学校 (合 l昌
。ボディーノ(―カッション)

剣詩舞道協会・吟詠協会

フラダンス協会

外国角小学校(合1昌・ボディーバーカッション)

謡曲協会

子どもお争教室

宇ノ気小学校(合唱)

11月 2日 (日 )8:45～ 16:00

① 8:45～  ピアノ教室連絡会

② 9:30～ 金津小学校 (含奏)

③ 9145～ 伝承芸能保存協会① (念仏踊り)

④ 9:55～  ブルーオーシャン」AZZク ラブ

⑤10:15～  大正琴協会

⑥ll:05～  新舞踊協会

⑦12:05～  伝承芸能保存協会② (虫送り～荷方節)

③12:20～  七塚小学校 (合 唱・含奏)

◎12:35～  筆曲協会

⑩12:55～  コーラス協会 (100人コンサート)

①14:05～  大海小学校 (含奏。踊り)

⑫14:20～  民謡協会

⑬15:20～  大衆芸能協会
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ところ:河北台中学校講堂

11月 1日 (土)12:00～ 15:25

①12:00～  100人バンド



各国国嗣

と き:1日 (土)9:00-17:00
2日 (日)9:00-16:00

※2日は撤収作業の都合上、第 1、 第2展示会場は16時で閉鎖します。

ところ:河北台健民体育館、河北台体育館、河北台中学校

河北台健民体育館 ≪第1展示会場≫

生け花 フラワーアレンジメント グラスアート 陶芸 盆栽 菊花 山草 写真
絵画  書道  短歌  川柳  俳句  水墨画  押し花  絵手紙  パッチワーク

河北台体育館 ≪第2展示会場》

保膏園・幼稚園年長児作品  小。中学校児童生徒作品  手工芸品

いきいき活動教室作品  交流校作品 (香川県古高松小学校、同古高

松南小学校)子 ども会ぼうさい探検隊マップ  児童館。学菫保育ク

ラブ・子育て支援センター作品 ボーイスカウト

福祉施設関係作品 (高松病院、高松デイクアセンター、ことぶき園、芙
‐蓉会デイサービス、グループホーム芙蓉会、サテライト芙蓉、宇ノ気デイサ

ービス、あかしあ荘デイサービス、七塚デイサービス、かほくケアセンター、

かほくの郷、グループホームたから、たからデイサービス、いちこ会、たん

と など)

男女共同参画バネル展示◇行政展示コーナーほか

河北台中学校講堂 (ホワイエ)

七塚女性会貸衣裳展

腕颯固9フllJy__マ__ヶッ牌コ

1日 (土)10:00～
【模 擬 店】場所:講堂ホワイエ

商工会 (商業部・サービス部)弁 当、丼、菓子類 など

2日 (日)9:30～
【模 擬 店】場所:芝生広場

=女性協議会    焼きそば、歯舞昆布

生活学校

食生活改善

【フリーマーケット】場所:中庭
おもちゃ、衣料(子ども服・婦人服)、

子ども会七塚支部 ゲーム、駄菓子屋   ボーイスカウト ゲーム

えびすの会 倉」作寒天栗子

※その他、みたま、赤飯、おにぎり、炊き込みご飯、かほつ<りのお菓子など

おはぎ、アクリルたわし、廃油石鹸、花の苗、靴下、

かほくアイ、リサイクリ♭日用品、米粉スコーンなど

めつた汁  七塚壮年団 焼きとりなど

と き:1日 (土)10:00～
2日 (日)9:30～

ところ:河北台中学校
中庭・芝生広場・正面通路
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雑貨、特産品など


