場所

日時

令和４年３月１日
（火）

〜

オンライン︵ YouTube
︶

昨年度も実施しとて も 好 評 だ っ た フ ラ ワ ー

アレンジメント講座︒２月下旬に開催を予

定していたものの︑コロナウイルス感染拡

大防止のために公共施設が使用できなく

なってしまったため︑急遽オンラインでの

開催に切り替えて実施しました︒事前に講

師の乗田氏のお店にてフラワーアレンジメ

ント講座用の動画を撮影し︑参加者には実

施期間中に花材を受け取りに来てもらい︑

好きな時間に動画をみながら実施してもら

いました︒それぞれが作成した参加者の作

品は写真を提出してもらい受講を確認しま

した︒コロナ禍でおうち時間が増える中と

https://45uchi.com/

いうこともあり︑参加者の方々からは本企

画をとても喜んでい た だ き ま し た ︒

横内地区
まちづくり協議会

13

日

参加者からの声
たくさんのメッセージ
ありがとうございました！

おかげさまで、自分なりに

とても楽しく、気分転

かわいく出来上がったつも

換になりました。素敵

りです。お花をさわってい

な企画をありがとうご

るだけで、元気になりまし

ざいます。

た。素敵な機会をありがと

素晴らしい企画に参加させてい

作成してから1週間たってもまだ

うございました。

ただきありがとうございます。

こんなに綺麗なので、お知らせ

花たちに癒され、これからは周

したくて、そしてまたお礼を言

りの人達にも優しくしようと思
いました。カーネーションのピ
ンク茶色がとっても好きです。

（日）

最高な企画ありがとう
娘たちも楽しく過ごせ

ございました！

ました！貴重な時間を

また何かあったら教え

いただきありがとうご

て下さい！

いたくてメールをお送りしまし
た。つぼみだったお花も咲いて
きて、とても素敵です。

オンライン
フラワーアレンジメント講座
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ざいました！

活動メンバー
『人と人がつながるやさしいまち・よこうち』を
地域のスローガンとして掲げ、地域住民・団体の
参画と、相互の交流・連携・協働により、地域力
を最大限に発揮できる豊かで活力ある住みよい地
域をつくることを目的に平成27年1月21日に設立
しました。当協議会のメンバーは、横内地区の10
町会（横内・雲谷・四ツ石・野尻・合子沢・新町
野・牛館・大矢沢・卸町・サンヒルズ）及び青森
中央学院大学で構成されています。

会員登録 に関するお問い合わせ
横内地区まちづくり協議会 事務局まで ［横内市民センター内］

s
t
n
e
t
Con

1. 子ども向け宿泊型ワークショップ
2. 大型ねぶた面づくり体験
3. 横中クリーン作戦

お問い合わせはお電話又はメールにて受け付けしております。お返事にお時間を
ホームページ

いただく場合がございます。予めご了承ください。
ねぶた面づくり体験で、教えてもらう横内地区の子どもたちの様子

4. みんなの食堂 in よこうち
5. オンラインフラワーアレンジメント講座

017-738-8723

yokouchi.machi@gmail.com
https://45uchi.com/

横内地区まちづくり協議会『かわら版』
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食堂 よこうち 子ども向け
宿泊型ワークショップ
日

議会の会員もそれぞれの町内で生徒たちに

ら通学路の清掃をしました︒まちづくり協

り︑生徒たちは︑軍手とごみ袋を持ちなが

集団になることを避けながらの活動とな

学時に清掃活動を行うことにし︑なるべく

徒の健康と安全を考慮して︑生徒たちの通

て行われました︒今回は︑地域の住民と生

影響で︑９月７日から９日に日程を変更し

日に予定されていましたが︑新型コロナの

ている横中クリーン作戦︒今年は︑７月６

大学専任講師の齋藤雅美さんと５人の学

づくり協議会の会員でもある青森中央短期

の﹁みんなの食堂

しい時間を過ごしてもらおうと企画したこ

減っている横内地区の高齢者に少しでも楽

コロナの影響で︑外出や友達に会う機会が

の食堂 よ
inこうち﹂が開催されました︒新型

横内まちづくり協議会が連携して﹁みんな

減ってきた

よ こ う ち ﹂ に は ︑ま ち
in

日︒青森中央短期大学と

れ︑新型コロナの新規感染者数が大きく

外出自粛やワクチン接種の効果が見ら

しましたが︑有事の際に今回の経験も踏ま

昨年の事業で空き缶での炊飯方法の体験も

それぞれの味を美味しく食べていました︒

カレーなどさまざまな種類があり︑みんな

と思います︒五目ご飯や梅のお粥︑ドライ

なものなのか実際に体験することが大事だ

に非常食を食べることもありますし︑どん

を使いみんなで昼食を取りました︒災害時

ていただいた﹃アルファ米ごはんセット﹄

センターに集合し荷物の確認︒以前寄付し

お昼に子どもたち・スタッフが横内市民

けして行いました︒

終え︑朝食の準備を昨晩の夕食同様に手分

日

（祝）

中央学院大学の囃子サークルのみなさんと
のコラボ企画として大型ねぶたサイズのね
ぶたの面に紙貼り体験 を 行 い ま し た ︒
本来２日間の日程で開催し紙貼りから色
つけまで行う予定でしたが︑コロナ禍での
活動制限もあり紙貼り作業のみとなりまし
た︒

流で楽しい時間を過ごしました︒ちなみ
に︑この日は普通のカレーとひき肉を使っ
たキーマカレーの２種類のカレーを作り︑
出来上がったカレーは容器に入れてそれぞ
れの家に持ち帰りました︒

朝早くから起床し顔を洗ったり身支度を

朝食のメニューは焼き魚やウインナーに
目玉焼きとスープ︒昨晩の残り物のお肉や
野菜でした︒魚を頑張って焼いてくれてい
たり︑手の空いてる子はゴミを集めたり
ベットを整理したり自主的に行動してくれ
ました︒
ご飯を多めに炊いてお昼用におにぎりも
準備しました︒チャーハンを作りお手玉サ
イズに握り︑とても美味しいミニおにぎり
をたくさん作ってくれました︒
︽２日目日中︾

すごい雪で歩きづらく雪片付けをしてくれ

物を整理してフリータイム︒コテージ前が

借りして︑自分たちの寝る場所を確保し荷

チェックインしました︒コテージは２棟お

り︑遊びならが時間を過ごし︑コテージに

なでヒュッテでアイスクリームを食べた

を滑るのは厳しいかもと言うことで︑みん

ヒルズに移動︒とても吹雪いていてスキー

ネルギーが溢れ遊び足りなさもありました

日中楽しむことができました︒まだまだエ

み︒そこからまたみんなでスキーを滑り１

ちで作ったチャーハンおにぎりを食べ一休

途中お昼休憩を取り︑ヒュッテ内で自分た

分かれて時間を忘れたくさん遊びました︒

ゆっくり楽しみながら滑る子のグループに

和となりました︒早く滑る子のグループや

べるとだいぶ穏やかになり絶好のスキー日

２日目のメインはスキーです︒昨日に比

る子や︑冬休みの宿題をやる子︑元気いっ

ねぶた師の立田龍宝様のアイデアで大型ね

事にしている子どもたちへの文化継承を︑

さんたちの先輩を想う気持ちと︑我々が大

という相談を受け実現に至りました︒学生

業する４年生の先輩と一緒に活動したい﹄

から﹃２年連続でねぶたが中止となり︑卒

本企画の始まりは囃子サークルのみなさん

が︑雪壁に上手に穴をあけ︑消えないよう

実施しました︒風が強い中ではありました

キャンドルを埋め込んで雪灯りイベントを

が暴風雪により断念︒代わりに雪の壁に

次の活動はスカイランタン

いっぱい食べ︑外も暗くなってきたので︑

ただいた物を使わせてもらいました︒お腹

なで応援プログラム﹄を通して寄付してい

成長してくれたと思います︒

ることで活動初日に比べて見違えるように

れ︑食事の準備など自分のことは自分でや

ラムを終えて帰路につきました︒親元を離

が︑怪我や事故もなく無事に全てのプログ

ぶたサイズのねぶたの面づくりと︑小型の

に工夫しており︑とても幻想的な風景とな

みん
Amazon

灯籠づくりいう形にすることができまし

りました︒交代でお風呂に入り︑普段と違

えることができました︒

寝付けないようでしたが１日目を無事に終

の予定でした
…

た︒出来上がった面は︑横内市民センター

う環境で子どもたちも興奮気味でなかなか

います︒

たなど文化に関わる事業を実施したいと思

これからも毎年継続できる事業としてねぶ

にする予定です︒

入口に設置してみなさんに見てもらえる様

ました︒夕食の食材の多くは﹃

ご飯を炊いたりみんなで手分けして準備し

夕食は焼肉にしたので︑野菜を刻んだり

︽１日目夜︾

した︒

ぱい遊びまわる子など思い思いに過ごしま

昼食後はスキーや宿泊荷物を持ってモヤ

︽１日目午後︾

︽１日目お昼︾

声をかけながら清掃活動を行いました︒３
生︑横内町会の高齢者８人が参加︒横内市
えて自主的に行動できるようになって欲し

月

日間の清掃活動を行った生徒たちは︑道路
民センターの調理室で高齢者と学生たちが

令和４年３月
横内市民センター
大会議室

21

ねぶた師の立田龍宝様をお招きし︑青森

日時

︽２日目朝︾

わきの草むらなどに空き缶やペットボト
いと思います︒

11

行われ︑参加者全員が久しぶりの世代間交

11

大型ねぶた面づくり体験

ていきたいと話してい ま し た ︒

一緒にカレーを作ったり︑介護の話をした

日

〜

（木）

ル︑マスクなどが捨てられているのに驚

（木）

りしながら交流を深めました︒始まる前の

11

き︑クリーン作戦以外の日でも地域の人た

11

検温︑手指の消毒などコロナ対策も万全に

日時

ちと協力してごみを拾い︑きれいな街にし

月

日
13

in

令和３年

令和４年１月
モヤヒルズ

（水）

子ども達の自立性・自主性︑共助の心を育むために︑
自身の身の回りの事や食事の準備・片付けまで自分たちで
考え行う︑親元を離れた一泊二日の合宿です︒

12

横中クリーン
作戦
令和３年９月７日
通学時間

（火）

横内地区まちづくり協議会の環境整備・

横内中学校学区内

〜９日

（木）

啓発委員会が︑横内中学校と共同で実施し

日時
場所
目的

日時
場所
場所

2
横内地区まちづくり協議会『かわら版』
横内地区まちづくり協議会『かわら版』
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