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【第 1 日】　１月 24 日 (土 )
○ 発 表・体 験　会場：生涯学習プラザ  /  消費生活センター

時　間 内 容 会　場

９：３０～１0：30

●オープニングアトラクション

【演奏】　いわき音楽療法研究会ミュージックフォレスト

【フラダンス】　プア・レイ

４階 大会議室（１）

10：00～12：00 ●公 開【社交ダンス】　シニア社交ダンス研修会友悠会 ４階 多目的室

10：00～12：00 ●体 験【羽子板・羽根作り】　子育てサポーターのつどい★てんしのほほえみ★ ５階 遊びと憩いの広場

10：00～15:00 ●体 験【まが玉】　文化財友の会いわき（いわき市考古資料館） ５階 団体活動室

10：00～15:00 ●体 験【ミニ化石発掘体験】　いわき市アンモナイトセンター ５階 交流サロン

10：00～15:00 ●体 験【ストラックアウト他】　福島県いわき海浜自然の家 ５階 交流サロン

10：00～15：00 ●体 験【絵手紙】　木もれび、あす実会 ４階 消費閲覧室

10：00～16:00 ●体 験【音訳ボランティア】　いわき声の奉仕グループ ４階 中会議室（１）

１０：00～16：30 ●実 演【刺し子】　グループ遊糸会 ４階 大会議室（２）

10：00～16：30
●体 験【クレイアート・プリザーブドフラワー・スイーツデコ】

クレイアートハウス
４階 交流コーナー

10：00～16:30
●体 験【パソコンであそぼう】　シニアパソコンクラブ／楽・らく・パソコンク

ラブ／ IT サポーターいわき
４階 研修室

10：00～16：30 ●実 演【ちぎり絵】　しゅんこう和紙ちぎり絵サークル ４階 大会議室（２）

10：30～12：00 ●講 演【ベルギーを訪ねて】　金子隆子・国女振／いわきユネスコ協会 ４階 大会議室（１）

13：00～13：20 ●発 表【コーラス】　Pavillon（パヴィヨン） ４階 多目的室

13：00～14：00

●発 表【平成 26 年度社会教育主事講習発表会】

いわき市社会教育主事講習受講者の会

【白亜紀の窓】鈴木直・いわき市生涯学習ネットワーク会議

４階 大会議室（１）

13：00～15：00 ●体 験【聞香会】　いわきお香の会 ５階 小会議室

13：00～15：00 ●実 演【陶芸】　陶芸部会 ５階 体験学習室

13：00～15：00 ●発 表【謡・仕舞】　いわき未来キャンパス～いわき子供謡隊～ ５階 和室（１）（２）

13：00～16：00 ●茶 会【呈茶】　裏千家方円会／福島県立磐城桜が丘高等学校茶道部有志 ５階 茶室

13：30～16：00 ●体 験【要約筆記ボランティア】　要約筆記いわきサークル ４階 多目的室

14：00～16：00
●講 演【スウェーデンに学ぶ、平等と人権】

須永昌博・特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴
４階 大会議室（１）

　　　　平成 27 年 1 月 24 日（土）、25 日（日）9:30 ～ 16:30　　　　いわき市生涯学習プラザ

　生涯学習プラザを中心に活動している団体・サークルが、日頃の活動の成果を披露します。様々な体験コー

ナーや発表・講演会がありますので、ぜひお越しください。



【第 2 日】　１月 25 日 (日 )
○ 発 表・体 験　会場：生涯学習プラザ /  消費生活センター

時　間 内 容 会　場

9：3 0 ～13 : 0 0 ●茶 会【呈茶】　一粒会 ５階 茶室

9：3 0 ～15 : 0 0 ●体 験【ストラックアウト他】　福島県いわき海浜自然の家 ５階 交流サロン

9：3 0 ～15 : 0 0 ●体 験【絵手紙】　木もれび、あす実会 ４階 消費閲覧室

9：3 0 ～16 : 0 0 ●体 験【パソコンであそぼう】　シニアパソコンクラブ、IT サポーターいわき ４階 研修室

9：30～16：0 0 ●実 演【ちぎり絵】　しゅんこう和紙ちぎり絵サークル ４階 大会議室（２）

9：30～16：0 0 ●体 験【おりがみ】　いわきおりがみ会 ５階 交流サロン

9：30～16：0 0 ●実 演【刺し子】　グループ遊糸会 ４階 大会議室（２）

10：00～12：00
●講 演【アレルギー（食物アレルギー・喘息・アトピー）～医師からみたアレルギー～】

渡邊信雄・いわき市アレルギーっ子交流会『もぐのび』
４階 大会議室（１）

10：00～12：00 ●実 演【太極拳】　たいら太極拳サークル ４階 多目的室

１０：0０～16：00 ●体 験【音訳ボランティア】　いわき声の奉仕グループ ４階 中会議室（１）

１０：00～14：00

●発 表【詩吟】　錦風流錦瑛会

① 10：20 ～ 10：30　② 11：35 ～ 11：45

５階 和室（１）（２）

●発 表【濤笛】　いわき濤笛会

① 10：30 ～ 10：45　② 11：45 ～ 12：00　③ 13：00 ～ 13：15

●発 表【謡曲】　いわき観世流連合会

① 10：45 ～ 11：05　② 12：00 ～ 12：20　③ 13：15 ～ 13：35

●発 表【舞踊】　雅の会

① 11：05 ～ 11：25 ② 13：35 ～ 13：55

10：00～16：00
●体 験【クレイアート・プリザーブドフラワー・スイーツデコ】

クレイアートハウス
４階 交流コーナー

10：30～16：00 ●茶 会【立礼】　福島県立磐城高等学校茶道部 ５階 団体活動室

13：00～14：30
●記念講演【四倉浜の伝統行事「火打ち合い」についての評価】

夏井　芳徳氏
４階 大会議室（１）

13：00～15：00 ●実 演【陶芸】　陶芸部会 ５階 体験学習室

13：00～16：00 ●体 験【囲碁】　日本棋院いわき支部 ４階 多目的室

14：30～16：00
●講 演【新潟県中越大震災から10年～市民ボランティアと災害・復興をかたりつ

ぐ～】　田中洋史・生涯学習ともの会
４階 大会議室（１）

※１/23(金)～１/25(日)は、午後5時00分に閉館いたします。

○ サークル紹介・展 示
・いわき芸能赤十字奉仕団
・海の男の写真展
・クレイアートハウス
・水墨画　いわき水墨院
・書　道　桜書道会

４階 交流コーナー

・俳　  句 潮騒俳句会
・墨 彩 画  いわき遊墨会
・ちぎり絵 しゅんこう和紙ちぎ

り絵サークル
・刺 し 子  グループ遊糸会

４階 大会議室（２）

・パッチワーク　キルトフレンド平 ４階 中会議室（２）

・「食について」
いわき市消費者団体連絡協議会

４階 消費研修室

・絵手紙 木もれび、あす実会 ４階 消費閲覧室

・教育文化施設情報コーナー ４階 情報交換フロア

・陶　芸 またね陶芸サークル
 陶美サークル
 陶塾かいわい
 陶吉郎倶楽部

５階 体験学習室

・市役所出前講座情報コーナー
・生け花 いわき市華道連合会

５階 市民ロビー

「チャリティーセール 新 ま ご こ ろ 」同時開催
主催：平一町目・二町目・三町目商店会、新まごころ実行委員会

◎「プラザだより」PDF 版や各種イベントの詳細情報はホームページで公開しています。　


