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橋岡会館「会館だより」 

 小学校の自主活動学級では、部落問題学習をは

じめ、あらゆる差別を許さない人権学習・教科学習・

共同制作・自主活交流会など、様々な活動を通じ

て、人とのふれあいやつながりを大切にしながら、

「差別を見抜き、差別に共に怒りをもてる子ども」、

「お互いに支え合える仲間づくり」をめざしています。 

 保護者の方々、地域の方々、いつでも自主活動学級を参観、参加し

ていただき、子どもたちに励ましの言葉をかけながら、差別を見抜き許

さない仲間づくりができるよう、サポートしてください。 
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楽しいことも 

しんどいことも 

友だちといっしょに  

今年もたくさんの方にお世話になります！ 

中学生がきてくれました 

橋岡の歌をみんなで歌いました 

 ４月１９日（木）、集会所ホールで、小学

生の自主活動学級開講式を行いました。

ホールいっぱいにたくさんの子どもたちが

集まり、参加された保護者の方々、学校の

先生方と共に、「自主活で大事にしたいこ

と」などの話を聞いた後、学年ごとに分か

れて自己紹介をし、「一年間がんばる

ぞ！」の思いを新たにしました。 

はじめての自主活です 
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橋岡会館「会館だより」 

 
「差別を見抜き、差別に
共に怒りをもてる子ど
も……お互いに支え合え
る仲間づくり」 

  

 中学生の自主活動学級では、

今年度も仲間とともに部落問題

学習をはじめ、あらゆる差別を許

さない人権学習に取り組みます。

また、「基礎学力の向上」をめざ

して教科学習に力を入れます。

そして、「ともに支えあう仲間づく

り」をめざして活動を続けていま

す。保護者の方々も、子どもたち

のがんばりを見守ってください。          

 中学生自主活動学級開講式

が、４月１８日（水）午後５時４５

分から行われ、学校の先生方

をはじめ、町副会長さんや館長

さん、校長先生からの励ましの

言葉がありました。子どもたち

はその後、中学校生活のスライ

ドを見ながらコミュニケーション

を図り、楽しい雰囲気の中で活

動しました。 

中学生自主活動学級  

書道教室 

 ４月１８日（水）に開講式が行わ

れ、今年度１７名の受講生を迎え

て書道教室が始まりました。子ど

もたちは、飯沼先生の説明をしっ

かり聞いて、さっそく文字の練習

をしました。 

 この一年間、先生の指導のも

と、友だちと一緒にがんばってい

きたいと思います。 

 

集会所で大事にしたいこと 
―楽しいこともしんどいことも友だちといっしょに― 

はっきり 大きな声であいさつしよう！ 

しっかり そろえよう！（学用品・スリッパ・くつ） 

おおくの 友だちをつくろう！ 

かならず あとしまつをしよう！ 

★集会所は、仲間づくりをする場所ですので、ゲーム機

やカード、おかしを持ってこないようにしましょう。 

↑字の書き方をしっかり聞きましょうね！ 

↑
こ
と
し
も
、
て
い
ね
い 

 

に
書
こ
う
ね
… 
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会館定期講座が始まります！  

会館定期講座の受講生を募集します。別紙

の講座案内をご覧になって、受講したい講

座をお申し込みください。 

・申込締切 ５月１４日（月） 

・開講式   ５月２４日（木） １３時３０分から 

＊不明な点については、橋岡会館まで 

 お気軽にご相談ください  

お知らせ 
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。  

『飛騨
ひだ

によせる三つ
みっつ

のバラード
ばらーど

』 作曲：長沢
ながさわ

勝
かつ

俊
とし

 

 通称「飛騨バラ」。作曲者である長沢勝俊氏は邦楽ビ

ギナーから熟練者まで幅広い層の支持を集める有名

人。 

聴きやすく、心地よい旋律で幾多の名曲を生み出して

きた彼の楽曲の中でも、この「飛騨バラ」は非常に高い

人気を誇る傑作の一つであり（あくまでも個人の感想で

す。）、心に染み入る情緒的な旋律が、あなたを長沢

ファンへと誘うことでしょう。 

 それぞれが特徴的で独立した３部構成となっているも

のの、バラードという一貫したテーマが曲全体を一つの

楽曲として包み込んでおり、強いストーリー性を感じさせてくれる曲です。 

『日本
にほん

民謡
みんよう

による 組曲
くみきょく

』 作曲：牧野
まきの

由
ゆ

多可
た か

 

 こちらは箏
こ と

・三味線
し ゃ み せ ん

・尺八
しゃくはち

・太鼓
た い こ

というバリエーション豊

かな楽曲です。作曲者は「作る曲が難しい」でお馴染み

の牧野由多可氏。（あくまでも個人の感想です！） 

 名前のとおり、民謡をベースにして作られた楽曲なの

で、どこかで聞いたような懐かしいフレーズが随所に出

現します。 

 心臓が打たれるような力強い太鼓の音が響き、それが

合図であったかのように箏が、三味線が、尺八が、どこ

か懐かしい旋律を紡ぎ始めます。曲は終盤に向けて徐々に活気づいていき、最後は

まるでお祭り騒ぎ。 

 西洋音楽には無い、邦楽曲ならではの高揚感をお楽しみいただければ幸いです。  

いかがでしたか？皆さんの好奇心に火をつけることができたでしょうか・・・。 

今回は比較的人数が多く、現代的な曲想が強い楽曲を紹介させていただきましたが、次回はもう

少し時代を遡り、現代邦楽の礎を築いた名曲たちを紹介したいと思います。ご期待ください！  

（図書館南館にCDあり） 



 
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 

 橋岡会館では、就労相談員を配置し、市内にお住まい

の方で、就職に向けた支援が必要な人を対象に、随時、

就労相談を実施しています。 

 企業への就職面接の紹介など、仕事の斡旋はできませ

んが、ハローワーク等の求人情報を提供し、就職活動を

支援します。 

就労相談にお越しください 

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 

  

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
憲法記念日

休館日
みどりの日

休館日
こどもの日

休館日

6 7 8 9 10 11 12
休館日 中学生自主活

書道教室
小学生自主活 健康相談 休館日

土曜ひろば
交流サロン・健康

ルーム開放

13 14 15 16 17 18 19
休館日 会館定期講座申込締切

じんけん教室
書道教室 小学生自主活 健康相談 休館日

交流サロン・健康
ルーム開放

20 21 22 23 24 25 26
休館日 じんけん教室 中学生自主活 中学生自主活

書道教室
子育て講座

小学生自主活
中学生自主活

会館定期講座開講式
福祉と人権講座

健康相談 休館日
交流サロン・健康

ルーム開放

27 28 29 30 31
休館日 じんけん教室 書道教室

おいでやす。サロン
小学生自主活

　：百歳体操　毎週月曜日　交流サロン

　：サークル情報 ◆カラオケ　第２，４火曜日　いこいの間 ◆折り紙　第３水曜日　　　研修室

◆ヨガ　　　 第２，４木曜日　会議室 ◆気功　　第１，３火曜日　会議室

　※都合により日程が変わる場合があります。
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