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【第 1 日】　１月 28 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

９：３０～11:00

●オープニングアトラクション

 【トーンチャイム演奏】 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

 【合唱】　高坂小学校合唱部

４階 大会議室（１）

10：00～12：00 ●発 表【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【キャッチボール・カップ】　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【絵手紙】　木もれび、あす実会、ぶらっと絵手紙クラブ ４階 消費閲覧室

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

10：00～16：00 ●体 験【ストラックアウト・わなげ】　いわき海浜自然の家 ５階 交流サロン

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）

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

10：00～16：30
●体 験【パソコンであそぼう】　IT サポーターいわき、シニアパソコンク   
            ラブ、楽・らく・パソコンクラブ

４階 研修室

10：00～16：30 ●体 験【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）

10：30～16：30

●体 験【子どもから大人まで生涯学習いろいろ体験コーナー】　生涯学習課
　　　　① 10：30 ～1 1：30  シルバーリハビリ体操
　　　　② 12：00 ～13：00  いわき野菜アンバサダーセミナー
　　　　③ 13：00 ～15：00  いわき防災サマーキャンプ体験
　　　　④ 15：30 ～16：30  車いす・インスタントシニア体験

５階 和室（１）（２）

11:00～12：00
●講 演【ユネスコ出前スクール】「世界遺産の今の現状について」　

 いわきユネスコ協会
４階 大会議室（１）

12：00～16：00 ●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

13：00～14：30 ●講 演【心の元気と体の健康】元気の素カンパニー以和貴 ４階 大会議室（１）

13：00～14：30 ●体 験【朗読】　朗読サロン・ミモザ ５階 団体活動室

13：00～15：00 ●体 験【聞香会】　いわきお香の会 ５階 小会議室

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

14：30～16：00
【平市街における｢水｣の記憶】ー街の中に”ブラタモリ”を探すー

　 いわき明星大学地域基盤型客員教授　小宅幸一
４階 大会議室（１）

日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）、29 日（日）9:30 ～ 16:30　場所：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12回 「生涯学習フェスティバル」 開催 ! !

●記  念
講  演



【第 2 日】　１月 29 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

9：30～15：00 ●体 験【絵手紙】木もれび、あす実会、ぶらっと絵手紙クラブ ４階 消費閲覧室

9:30～16:00
●体 験【パソコンであそぼう】　IT サポーターいわき、シニアパソコンク
            ラブ、楽・らく・パソコンクラブ

４階 研修室

9：30～16：00 ●体 験【おりがみ】　いわきおりがみ会 ５階 交流サロン

10:00～11:00 ●発 表【篠笛】　いわき濤笛会 ５階 和室（１）（２）

10：00～15：00 ●体 験【まが玉づくり】文化財友の会いわき ５階 小会議室

10：00～16：00 ●体 験【ストラックアウト・わなげ】　いわき海浜自然の家 ５階 交流サロン

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

10：00～16:00 ●体 験【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）

10：00～16：00 ●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）

10：30～11：00 ●発 表【コーラス】　Pavillon（パヴィヨン） ４階 大会議室（１）

11：00～12：00
●講 演【震災資料の保存と利活用について】

　　　   ( 公財 ) 日本博物館協会 専務理事　半田昌之 / 生涯学習ともの会
４階 大会議室（１）

11：00～12：00 ●体 験【太極拳】　たいら太極拳サークル ４階 多目的室

11:00～15：00 ●茶 会【立礼】　福島県立磐城高等学校茶道部 ５階 団体活動室

13：00～14：00

●発 表【社会教育主事講習研究発表】　

　　　    いわき市社会教育主事講習受講者の会

            【いわきの装飾横穴】　

　　　　いわき市教育文化事業団調査第二係長　末永成清　

　　　　いわき市生涯学習ネットワーク会議

４階 大会議室（１）

14：00～14：30 ●発 表【フラダンス】　カヒコフラクラブ ４階 大会議室（１）

※１/27(金)～１/29(日)は、午後5時00分に閉館いたします。（29日は午後4時00分に終了）

※サークルによっては都合により時間の変更がある場合がございます。

○ サークル紹介・展 示
・いわき建設事務所展示
　「いわきの復旧・進捗状況写真展」
・生涯学習プラザ
　「写真でたどる本町通り」
・教育文化施設情報コーナー

４階 情報交換フロア

・いわき芸能赤十字奉仕団
・海の男の写真展
・水墨画　　　いわき水墨院

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）

・絵手紙 木もれび、あす実会、
ぶらっと絵手紙クラブ

４階 消費閲覧室

・「安全で豊かな生活とは」
いわき市消費者団体連絡協議会

４階 消費研修室

・パッチワーク　キルトフレンド平 ４階 中会議室（２）

・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
 陶芸サークルひいろ

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

・つるしかざり
・エコクラフト　ひまわりサークル

５階 団体活動室

◎「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。　


