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地域交流事業

　2019 年度よりコロナウイルス感染拡大に伴い、中止が続いておりました当センターのイ

ベント「のざき彩」を３年ぶりに開催いたします♪のざき彩は、当センターをご利用いただ

いているサークル活動の紹介や展示・舞台発表・模擬店など地域交流を目的とした場を提供

するイベントです。

　のざき彩を通じて、地域の皆様が交流し、ふれあいの場として活用していただけるよう実

施いたします。ぜひご来館ください。

※状況によりやむを得ず変更、または中止する場合がございます。ご了承ください。

第６回第６回 開催開催

今年のオープニングは

琴生流大正琴

すみれ会！

と　き  ２月１８日（土）
 午前 ９：５０～ 午後 ３：００※雨天決行    

場　所 野崎人権文化センター内



　　　と　き：2 月 18 日（土）午前 9 時 50 分～午後 3 時 00 分　※雨天決行

　　　場　所：野崎人権文化センター内

　　　と　き：2 月 18 日（土）午前 9 時 50 分～午後 3 時 00 分　※雨天決行

　　　場　所：野崎人権文化センター内

第６回　地域交流事業　　　　　　　　　　開催！第６回　地域交流事業　　　　　　　　　　開催！

   午前の部  午後の部    

   9:50 ～ 10:00 開会式 13:00 ～ 13:20 Ｄ-Jewel Choirⓐhuman note 

 10:00 ～ 10:20 琴生流大正琴 すみれ会 13:20 ～ 13:40  四条小学校 5 年生
       （映像発表） 

 10:20 ～ 10:40 飯盛吟詠会（詩吟） 13:40 ～ 14:00 さくらの会（民謡）

 10:40 ～ 11:00 気の香（太極拳） 14:00 ～ 14:20 
華洲会　野崎観音支部

       （詩吟）

 11:00 ～ 11:20 オカリナデュオ  ノンネカリ－ネ 14:20 ～ 14:40 Anz♪（ゴスペル）

 11:20 ～ 11:40 生命の貯蓄体操普及会 14:40 ～ 15:00 秋桜（大正琴）
   （日本式氣功養生術） 

 11:40 ～ 12:00 愛笑花 
    （民謡安来節どじょうすくい男踊り） 

舞台の部  午前 9 時 30 分開場

 サークル名 作　　　品    

　 彩絵 水彩画の作品   

　 コスモス洋裁 着物をリメイクした洋服・袋小物など   

　 睦会 近代詩・規定・細字・ペン字の作品   

　 筆ペン同好会 筆ペンでの作品   

　 野崎保育所 お神輿   

展示の部　午前 10 時開場

無料体験コーナー

有料体験コーナー

☆折り紙工作　　

　　　

☆ヨーヨ－つり　

☆バルーン

お茶サークル 松風会 
より

　お茶席 500 円
　　（一席 約３０分）

心地よく満ち足りた時間を･･･
　　抹茶、お菓子のおもてなし

10：00 ～ 14：00※なくなり次第終了

☆そらいろのたね。Rika さんより

　パステルアート体験＆展示

　　　　　　　はがきサイズ　３００円　

　　　　　　　　 （所要時間　約３０分）

　　　　　　人数制限はありません

☆オリエンタルベーカリーの

　菓子パンの販売（チケット制）

☆挽きたてコ－ヒ－・紅茶など

　（チケット制）

☆いちばん星より、手作りクッキーの

　販売もあります。（現金販売）



参加ご希望の方は、2月10日 (金)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。
参加ご希望の方は、2月10日 (金)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。

楽しくつくろう！なごみキッチン ～チョコの折り込み食パンをつくります～

＊と　　き 2月22日（水）

 Ⓐ9：30～13：00　Ⓑ13：30～17：00

＊費      用 800円

＊対      象 15歳以上

＊募集人数 各9名（多数の場合は抽選）

＊持 ち  物 エプロン・三角巾

 手拭きタオル・食器用ふきん

 持ち帰り用容器

と　　き 毎月第 3 火曜日　14：00 ～ 16：00　　　　　　　　　

  2 月は、21 日です。　　　　　　　　　　　　　

対　　象 どなたでも 

費　　用 無料　       　　 

　　　　　　　　　　つながりを大切に。 だれでも利用できる地域の憩いの空間　

　　

         おしゃべりしたり、 相談したり、 体操したり、 音楽を聴いたり ・ ・ ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで楽しくすごしましょう！

　＊と　　き 毎月第２・３・4木曜日  9：30～11：30　

 2月は、9日・16日です。   

　＊対　　象 15歳以上

　＊費　　用 無料　※一部、材料費要

　＊持 ち 物 折り紙・はさみ

もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

指先を動かしたり、おしゃべりしたり…毎月、折り紙などでいろんな作品をつくっています。

｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか

もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

折り紙などでいろんな

作品を作っています。

お気軽にご参加ください♪

予定している講座に関して、

状況によりやむを得ず変更または中止する場合がございます。ご了承ください。



問 い 合 わ せ： 072-879-8810　又は 072-879-1818（FAX 072-879-3611）

ホームページ： http://www.daitonozaki-jinkenkyokai.jp/

特定非営利活動法人　大東野崎人権協会（大東市立野崎人権文化センター内）

生活困窮のこと、人権侵害に関すること、就職や進学等の相談を専門の相談員に

お話してみませんか？

相談時間：月曜日～金曜日　9：00 ～ 18：00　第１･３土曜日　10：00 ～ 18：00

　　　　　進路の相談は、月曜日･金曜日のみ　20：00 まで相談可能です。

　　　　　※日曜･祝日･年末年始はお休みです。

出張相談　　～生活にかかるワンストップ相談会～
生活のこと、お金のこと、なんでもお話してみてください。

「こんなことでもいいの？」と悩まずに、まずはお気軽にお立ち寄りください。

 深野よろず相談会　

  ●とき：第 1 木曜日　13：30 ～ 16：00　　●場所：深野園住宅集会所

  ●費用：無料　　●予約は不要

 
 新田よろず相談会
  ●とき：第 3 木曜日　13：30 ～ 15：30　　●場所：防災備蓄倉庫　

  ●費用：無料　　●予約は不要　　　　　　　　　　　　（新田中央公園内）

  ※状況によりやむを得ず中止する場合がございます。ご了承ください。

　12月9日(金）、３年ぶりの人権バスツアーで兵庫県西脇市にある郷土人権資料室「ゆくつち」へ行

ってきました。

「ムラの人たちが一生懸命に生きてきた姿を残したい。」との思いから、地域の人や隣保館職員によっ

て作られました。人権確立のために、たくましく温かく生きてきた先人の歩みや生活を伝える写真や道

具が展示してあり、それを見たツアー参加者からは「なつかしい」といった声も聞こえてきました。実

際に目にし、その地で人権を学び、共有することの大切さを改めて実感しました。

人権のこと

人権日帰りバスツアー人権日帰りバスツアー
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