
  

 

会館だより４月号 

２０１９年４月１日発行 

橋岡会館「会館だより」 

 ４月より、当会館及び橋岡教育集会所の管理運営について、ＮＰＯ法

人熱と光が指定管理者として業務を行うことになりました。このことによ

り、同法人がデイサービス事業や子育て支援事業、教育事業などすべ

ての業務を行うこととなります。 

 また、このことに伴い草津市や保育所や小中学校から配属されてい

た職員は異動となり、新たにＮＰＯ法人熱と光の職員が配置されます。 

 職員や運営体制が変わりますが、業務そのものは基本的にかわりま

せんので、今後も皆様のご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げ

ます。 

                               橋岡会館職員一同 
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4月１日に、右記のとおり

会館職員の人事異動が
ありました。 

よろしくお願いします 

ありがとうございました 

転出者☞ 三上 栄一 

     （引き続きＮＰＯ職員として勤務） 

     中野 新識（都市計画課へ） 

     中  一喬（農林水産課へ） 

     杉江 仁子（第三保育所へ） 

     松井 則幸（老上中学校へ） 

     山中 勇弥（市教育委員会へ）    

転入者☞ ①三上 栄一
えいいち

  ②糸瀬 勇
いさむ

 

     ③寺田 匡廣
まさひろ

  ④大阪 範子
の り こ

 

     ⑤松浦 春美
は る み

   
犬の登録および狂犬病

予防注射のお知らせ 
 ４月１１日（木）１１時４５分

から１２時２０分まで橋岡会

館で犬の登録および狂犬病

予防注射が実施されます。

犬を飼っている人は畜犬登

録と年１回の狂犬病予防注

射を行ってください。 

☞詳しくは生活安心課 

 （☎５６１－２３４０）へ  

お知らせ 

４月より、会館運営が指定管理者に移行されます。 
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橋岡会館「会館だより」 

  

 みなさん、入学・進級おめでとうございます。橋岡会館では「橋岡町内の子どもたちが、部落差別を

はじめとするあらゆる差別をなくす主体者として育ってほしい」との願いをもって、下記の教室を開講し

ます。たくさんの仲間と一緒に一年間活動していきたいと思います。できるだけ多くのご参加をお待ち

しています。 

自主活閉講式の様子 

 ２月２７日（水）に中学生、３月７日（木）に小学

生の自主活閉講式が行われました。最後に一年

間取り組んできた成果をみんなの前で発表しまし

た。４月からも多くの仲間とつながっていきたいと

思います。  

書道教室 

対 象  小学校１～６年生 

曜 日  毎週水曜日 

時 間  １～２年生 ４時～ 

     ３～４年生 ４時３０分～ 

     ５～６年生 ５時～ 

開講式  ４月１７日（水） 

中学生自主活動学級 

対 象  中学校１～３年生 

曜 日  毎週水曜日 

時 間  ５時３０分～７時３０分 

開講式  ４月１７日（水） 
 

＊開講式の案内については後日お知らせ 

 します。 

小学生自主活動学級 

対 象  小学校１～６年生 

曜 日  毎週木曜日 

時 間  ５時～６時３０分 

開講式  ４月１８日（木） 
 

＊開講式の案内については後日お知らせ 

 します。 

 ４月１０日（水）の午後７時３０分から橋岡

会館で、小中学校の保護者を対象に、自

主活動学級を中心とした教育集会所の取

組みについて説明会（橋岡町小・中学生保

護者会）を開きます。保護者の方は、必ず

ご参加ください。ぜひ開講式での子どもた

ちの様子もご参観ください。  

↑小学生の様子 

←中学生の様子 

子どもの教室からのお知らせ 
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おいでやす。サロン  
おいでやす。サロンの様子 

「今年度も月１回を目途に、
『おいでやす。サロン』を開
催していく予定です。多くの
方の来館をお待ちしており
ます」 

和の音色によせて 
 皆さんは、和楽器の演奏を聴いたことがありますか？中学校では和楽器を用いた授業が

ありますが、それでも子どもたちにとっては未知の世界と言ってよいのではないでしょうか。

（或いは、大人の皆さんにとっても。） 

 ここでは、そんな皆さんの世界に新たな風を吹きこむべく、様々な邦楽曲（和楽器の音楽全

般を一般に邦楽と呼びます。）を紹介していきます。 

CDなどで聴くことができますので、興味が湧いた方はぜひ聴いてみてください。（中には、

インターネットで公開されているものもあります。） 

※書評はあくまでも個人的な感想にもとづいておりますので、期待外れであったとしても当

方は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。  

 ３月２９日（金）に橋岡会館で「おいでや

す。サロン」を開催しました。ヴィオラや

ピアノの演奏で広く活躍されている久野

村優子さんに来ていただき、「ヴィオラの

ひと時」を過ごしました。「ふるさと」やエ

ルガーの「愛の挨拶」が演奏され、「さん

ぽ」（となりのトトロ）や「アンパンマン」を

第三保育所の子どもたちや会場の皆さ

んと一緒に歌いました。  

『泉』 作曲：宮城道雄 

 現代邦楽の礎を築いたとされる生田流箏曲

の大家である宮城道雄。彼は幼少期に視力を

失うも、比類なき努力と類まれなる才能で世界

にその名を轟かせました。（仏ｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄのル

ネ・シュメーと共演した“春の海”はあまりにも

有名） 

 光を失い、音の世界を生きた宮城道雄。彼は

西洋音楽を愛し、それまでの日本の古典音楽

に、洋楽の特徴を取り入れた新境地を切り開

きました。 

 楽曲『泉』は、数多ある彼の楽曲の中でも特

におすすめしたい一曲です。非常に美しいメロ

ディーで、瞼を閉じれば、渾々と湧きでる水が

川となって流れる様が見えるよう。 

 盲目の師が紡ぐ旋律が見せる鮮烈な情景

に、私は一つの神秘を感じるのです。 

『さらし幻想曲』 作曲：中能島欣一
な か の し ま き ん い ち

 

 宮城道雄と同じ時代に現代邦楽の礎を築いた

山田流箏曲の大家である中能島欣一。西洋音

楽を積極的に取り入れた彼の楽曲は、それまで

の古典的な楽曲の型を改革し、新たな時代を切

り開きました。 

 この『さらし幻想曲』は、元々が箏
こ と

・三味線・フ

ルートの三重奏として作られたものであり、彼の

前衛的な姿勢が色濃く表れた楽曲です。古典の

“さらし”を発展させるという構想は近代の楽曲

にも多くみられ、数多く存在しますが、この『さら

し幻想曲』は現代に語り継がれる名曲の一つ。

それぞれの楽器が複雑に交差し、革新的なメロ

ディーを生み出しています。しかしながら、相当

な難曲であるためか、滅多に聴く機会が無いこ

とが残念でなりません・・・。 



 
橋岡会館 

TEL: ５６２－５８６４  

FAX: ５６２－６５３５ 

e-mail: hashioka@city.kusatsu.lg.jp  

教育集会所 

TEL: ５６３－３８１８  

  

 

人の世に熱あれ 

  人間に光あれ 

橋岡会館 熱と光の館 

草津市ホームページ（http://www.city.kusatsu.shiga.jp/） 

でも橋岡会館の情報が見られます 

 

         

 平成３１年度草津市職員採用試験を実施します。 

 実施日程や受験資格など、詳しい内容をお知りになり

たい方は、橋岡会館に受験案内を設置していますので、

お問い合わせください。 

草津市職員を募集中 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
健康相談 休館日

7 8 9 10 11 12 13
休館日 狂犬病予防注射 健康相談 休館日

交流サロン開放

14 15 16 17 18 19 20
休館日 子育てサロン 書道教室開講式

中学生自主活開講式

小学生自主活開講式 健康相談 休館日
交流サロン開放

21 22 23 24 25 26 27
休館日 子育てサロン 書道教室

おいでやす。サロン
小学生自主活 健康相談 休館日

交流サロン開放

28 29 30
休館日 休館日 休館日

　：百歳体操　毎週月曜日　交流サロン

　※都合により日程が変わる場合があります。

2019年4月行事予定表


