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       【五霞スクエアステップの会】 

 平成２６年に、県西生涯学習センターのスクエアステップ講座が、五霞町会場で開かれ、県西地区からの

参加者が集まりました。講座終了後、五霞町の参加者を中心にクラブを立ち上げ、当初は４市町のメンバー

で活動していました。現在は、県西各市町にスクエアステップの会ができ、それぞれに形態は違っても交流

を深めながら活動を続けています。 

 さて、スクエアステップとは、筑波大学の大藏先生を中心に考案された「歩く脳トレ」生活習慣病予防、転 

      倒予防に効果がある運動といわれています。 

       ２５ｃｍ四方のマスが横４列、縦１０列に並んだマットの上 

      をパターンに従い、規則的に歩くだけの実に簡単な運動で 

      す。現在、新型コロナウイルス感染対策をとりながら月２回 

      の活動を開始しています。 

      健康づくりに興味のある方、ご参加をお待ちしております。 

      第２・４木曜日 ９：３０～１０：３０（１１：００） 中央公民館講堂       代表者：江森 幸代 

 

 

        【五霞ハイキングクラブ】 

 山が大好き。自然が大好き。公民館講座から始まり、講師の荒川先生から２年間山歩きの基礎を学び、卒 

業した仲間たちです。月１～２回関東近辺の低山を歩くようになって早７年。夏には北アルプス、南アルプ

ス、富士山へ山小屋泊の山行も行っています。 

 最後まで歩けるか心配していた人も、みんなと一緒に 

歩くといつの間にか歩き通してしまいます。 

 「疲れた」と言いながらも帰ってくるとまた次の山行が 

楽しみになっています。 

 現在は、新型コロナウイルス感染対策をはかりながら、 

月定例山行を第２日曜日に実施しています。 

 その他月１、２回少人数で山登りを楽しんでいます。 

 定例山行 第２日曜日 ７：００～１７：００ 

           （行先により変更します）             代表者：江森 幸代 

 

－令和 2年 11月－ 

 
 当協会では年に一度、広報紙を発行して五霞町の皆様に活動状況等をお知らせしております。 
 昨年、五霞町文化協会に新たに仲間が２団体増え、１０団体になりました。 
 五霞町の文化意識を高め、豊かな町づくりに貢献するため、文化協会では新規加入団体を随時募集して
います。 一緒に活動してみませんか？  
 今年は文化祭・ふれあい祭りが開催されないため、今号のｍｉｓｔでは、文化協会には所属されていません
が、例年、これらのイベントなどで文化協会加入団体とともに盛り上げて下さっている自主クラブもご紹介
しますので、どうぞご覧下さい。                   （文化協会会長 藤沼 喜義 記） 
 

白馬大池にて 

 新しい仲間です！ 

 新しい仲間です！ 



  

【五霞町の文化財を守る会】 

 五霞町は縄文の昔から幾多の遺跡が残る歴史ある町です。私たちは過去に刻まれ時を積み重ねてきた 

文化財の声を聴き、そのロマンを明かにして後世に伝える活動をしています。 

 具体的には年一回の町内文化財調査と町外の研修旅行です。昨年度は、川妻と小手指地区の９つの神社

を調査し、見事な彫刻を目にすることができました。 

 町外では栃木県の古刹などの史跡を訪れ、夜は塩原温泉で会員相互の親睦を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動日時は不定期です。文化財に興味のある方、是非、ご参加をお待ちしています｡  代表者：藤沼 喜義 

 

【陶芸クラブ「夢工房」】 

 新型コロナウイルス禍のクラブ活動、皆さん、どの様に過ごしていますか？ 

公民館の休館で仲間の顔が見られない、自宅工房に籠もり作陶に取り組む日々で公民館開館を待ち望ん

でいました。 

 そんな中、開館と共に五霞町教育委員会から「夏休みこども陶芸教室」開催に協力依頼がありました。 

「密」対策として、１部・２部の２回に分けて開催し、小学生３２名が参加、クラブ員も１０名で指導、大張り 

切りで楽しみました。(来年もやりたいネの声!!) 

            今年は、クラブ員２０名、「手作り食器 

          から芸術品へとレベルアップ」を目指し 

          頑張ります。 
          

                                                   陶芸をしてみたい人 

                                                           (ハンドフリーで OK!!) 

          第１・３土曜日 9:00～12:00  

          中央公民館 3Ｆでお待ちしています。 

              代表者：小林 憲男 

 

 

町外研修 足利市・鑁阿寺（ばんなじ） 一色神社 龍の彫刻 
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【古文書クラブ】 

 新しく２名の方が参加され８名で活動しています。今は８代将軍徳川吉宗の時代に制定された江戸時代 

の刑法書「御定書百ヶ条」を読み解いています。 

 本書は、幕府重役以外は「他見無用」のはずでしたが、他藩や農民までもが密かに書き写しています。 

関心が高かったことが理解できます。 

 我々も常総の旧家からお借りした｢御定書條｣の写しを読み解いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※解説して下さる先生もおられますので、初心者の方でも楽しめます。 

 古文書に関心のある方、歴史に興味のある方、ご参加をお待ちしています。 

    第１・３木曜日 １３：３０～１５：３０ 中央公民館                 代表者：小村 隆英 

 

【将棋愛好会】 

 今年度は、コロナ感染者が増加の一途をたどる中、８月から活動を再開しました。 

 再開に当たっては、私たち高齢者が感染・発症すると重症化すると言われており、将棋盤を挟んで密な 

環境下での活動になるため、対局者との間に「透明なビニールカーテン」を入れました(写真）。 

 また、活動も１０人以下で活動しております。 

 将棋界では、藤井聡太二冠が史上最年少で二冠獲得、八段昇段を決め、盛り上がっております。私たち 

将棋愛好会も大盛況ではありますが、藤井聡太二冠のような若い方の入会を求めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小・中学生、高校・大学生をはじめとする若い方で、将棋の好きな方、興味のある方、お待ちしております。 

    水曜・土曜・日曜・祝日 13：00～17：00 中央公民館 1Ｆ和室      代表者：須釜 延芳   
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【英会話 Experience(ｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ)】 

 ６月より新しいネイティブのジハン先生をお迎えして、コロナ禍の中、再スタートしました。 
 母語が英語であるジハン先生が話す英語はまるで映画を観ているようで、初めは何を話しているのか

『？？？』でしたが、回を重ねるにつれ、みんな段々と聞き取れるようになり、少しずつレベルアップしていま

す。 今年は新型コロナ感染拡大の影響により、自由に海外への往来ができなくなり、オリンピックも延期

になりましたが、今後の希望を胸に、みんな意欲的に活動しています。 
 Let's start your good Experience. 
 英語が好きな方、興味のある方、初心者の方、大歓迎です。一緒に楽しく学びましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            第１・３木曜日  18：00～19：30  中央公民館２Ｆ         代表者：知久 浩之 

 

【コールみずき】 

 まずは昨年の「おかあさんコーラス大会」のご報告です。 

 茨城県大会、関東大会を突破し、金沢の全国大会に臨むことができ、さらにおかげさまで優秀賞にあたる 

「ひまわり賞」を受賞。多くの皆様からのご声援とご祝辞をいただきました。誠にありがとうございました！ 

           さて、長引くコロナ禍の中で当たり前 

          だった毎週水曜日のみずきの練習。 

           水曜は何があってもみずき優先で、 

          水曜が待ち遠しいみずきのための 

          水曜日でした。 

           それが、４月から一度も練習ができて 

          いない…  

           コロナ禍にあって、全てが止まって 

          しまったのだから、どうしようもない、 

          どうにもならない… 

           そう思って半年が過ぎました。当初は 

          ９月から練習を始めようと思っていまし 

          たが、一向に収まることのないコロナ。

           みずきは苦渋の選択をせざるを得ず 

来年３月まで休むことにしました。この選択をムダにしない一年にしたい！ 

 ポジティブにポジティブに練習が再開できるその時まで元気でいようと思っています。 

             ホームページ https://chor-mizuki.jimdo.com/         代表者：辻 せつ子 

昨年のおかあさんコーラス全国大会にて 



 

 

  

【すみれ手話サークル】 

 今年、また新しい仲間が増えました。 

 そして、これまで不定期だった勉強会を公民館の使用が再開された６月以降は三密にならないよう注意し

ながら、定期的に月２回、開催するようにしました。 

 ろう者とのコミュニケーションには手話、指文字、ジェスチャー、空書、筆談などを使いますが、勉強会では 

主に手話と指文字を使って日常会話が出来るよう、和気あいあいと楽しく学んでいます。 

 最近は指文字を読み取ることと自分で示すことの両方をスピードアップ出来るよう、「指文字しりとりゲー 

ム」を毎回取り入れて、スキルアップを目指しています。 

 当サークルはろう者と健聴者がお互いの文化を尊重し合いながら、コミュニケーションに必要な手話や指

文字を学びつつ、ボランティア活動にも参加しています。 

 今年は主な町のイベントが全て中止になり、手話歌を披露する機会がありませんでしたが、来年はその機 

会が訪れることを願って手話歌の練習にも励みたいと思っています。 

 ぜひ一緒に活動してみませんか？  

     第１・3土曜日 13：00～15：00 中央公民館  

     ホームページ http://sumire-circle-goka.jimdo.com/         代表者：木村 美智子 

 

 

【五霞さつき会】 

 当会では毎年２回、“道の駅ごか”で「さつき展」を開催しています。 

 ５月下旬にはさつきの花が見事に咲き誇る様子を、また、１１月の文化祭では花は咲いていなくても花が

咲いた時を想像して楽しめる枝ぶりの様子を皆さんに鑑賞していただいています。 

 今年はどちらも中止になり残念ですが、来年に向けて３２名の会員一同、さつきの手入れに余念がありま

せん。どうぞご期待ください。       代表者：小野寺 明久 

 

 

ス 指文字 ミ レ サ ク ル ー 

昨年の第１２回さつき展にて 

http://sumire-circle-goka.jimdo.com/


  

   【茨城三宅会】 

 我々は和太鼓(三宅太鼓)を学び、 

一生懸命に、そしてメンバー全員で 

楽しく演奏している団体で、年数件の 

お祭りやイベント等に出演しています。 

★ 活動日時：月２回 日曜日  

           １３：00～１６：00 

★ その他：見学・体験 大歓迎です。 

 

  【クラブ天空】（太極拳）   
 自分の体力に応じてどなたでも参加出来ます。

特にストレッチを取り入れて、柔軟な身体を作りま

しょう。 

★ 活動日時：第１・３火曜日 １０：00～１２：00 

★ その他：動きやすい服装、飲み物、タオル 

 

 

  自主クラブのご紹介 

  

 

  【五霞パドル体操クラブ】 

 おしゃもじを長くしたような「パドル」を使い、 

音楽に乗ってストレッチしたり、心身をほぐした 

りする体操です。 

 日頃の運動不足やストレス解消に、無理なく 

楽しみながらできる体操なので、お気軽にご参 

加ください。 

★ 活動日時：第２・４木曜日１０：00～１１：３０ 

★ その他：今年はコロナ禍で活動を自粛して 

   おります。来年から再開する予定です。 

  

 

【さわやか健康気功】 
 気功体操、ツボ療法、リンパ手当で 

免疫力を高めましょう！ 

 体を緩ませながら血流を良くし、 

自律神経のバランスを整えます。 

 女性指導者のもとで、楽しくまなび 

ませんか？ 体験いつでもどうぞ。  

★ 活動日時：第２・４金曜日  

           １０：00～１１：３０ 

 

       【ティンカーベル】 

 私たちはミュージックベルという楽器を使って演奏 

するサークルです。 

 今年はコロナ禍で発表回数は減ってはいるものの、 

時間に余裕のある今だからこそ、久しぶりの曲を 

練習しなおしてみたり、リズムや音階の学習に取り 

組んでいます。現在クラブ員は８名（先生含む） 

★ 活動日時：毎週水曜日  １０：00～１２：00 

  

 



 

  

   【五霞美園会】 

 いつも楽しく、子供から大人まで練習に励んで

います。 

★ 活動日時：毎週土曜日 ９：00～１２：00 

★ 場所：堀之内集会所 

 

 

【自彊術（じきょうじゅつ） 

             五霞喜楽会】 
 独自の呼吸法と３１の動作で全身を整えます。 

 医療的効果をあわせ持つ、体力のない人でも 

出来るひとり按摩法です。（見学・体験は随時可） 

★ 活動日時：毎月３回 第２～４火曜日 

          １０：３０～１２：00 

★ その他：新入会者には全動作をマンツーマン 

  でお教えします。 

 

【写真部「醸」(ジョウ)】 
 Ｗｅｂ作品展を開催します。 

 こちらにアクセスしてください。 

 コメント欄もありますので、寸評をいただれば 

幸いです（匿名ＯＫです）。 

★ 活動日時：特に固定していません。 

★ その他：入部希望の方や応援メッセージのある 

  方はＷｅｂ作品展のコメント欄までお願いします。 

 

     【スイートピー】 

 手話をベースとした優雅な踊りのフラ！ 

ハワイアンな音楽に包まれて身も心もリフ 

レッシュし、楽しいひとときを過ごしています。 

 フラダンス はじめませんか？ 

★ 活動日時：第１・３木曜日  

            １９：00～２１：00 

 

  【ハワイアンキルトクラブ】 
 
 
 
 
 
 

     クラブには五霞、境、坂東、古河、幸手より 

    参加していただいています。 

     作りたいものを各自楽しく作っています。 

    どんなものを作っているのか見学したい！ 

    作りかけのキットを完成させたい！ 

    お気軽にご連絡ください。 

    ★ 活動日時：第１水曜日  9：30～１１：30 

               第４木曜日 13：30～１５：30 

   【よさこい五霞愛好会】 

 少人数ではありますが、健康のために体を動かして 

楽しく踊っています。 

★ 活動日時：毎週水曜日 １９：00～２１：00 
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ｍｉｓｔ（ミスト）には霞、霧という意味がありま

す。五霞町の「霞」からイメージしたタイトル

で、広報紙発行の意義を唱えた文化協会 

赤川前々会長により命名されたものです。 

編集後記： 今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、５５年ぶりの東京五輪開催も延期

になり、多くのイベントが中止になりました。文化協会主催の文化祭も中止になりましたが、この

危機を無事に乗り切って、また皆さんと共に実施出来る事を願っております。  

          （文化協会副会長 知久 浩之記） 

 

 

 

 

 

文化協会に加入している団体では、会員を随時募集しています。初めは見学だけでも構いません。 

ご興味のある団体がございましたら、教育委員会生涯学習グループまでご連絡ください。 

＜文化協会視察研修報告＞ 
 

 昨年１０月１０日、参加者２９名で水戸市にある「常磐神社」・「偕楽園好文亭」・「徳川ミュージアム」、 

大洗町にある「幕末と明治の博物館」に行きました。主な見学場所を少し紹介します。 

常磐神社：水戸黄門(徳川光圀)を始め水戸藩徳川家のお歴々を祀る神社として有名。 

黄門とは古中国での大納言を表すそうです。 

偕楽園 好文亭：日本三大庭園に入る偕楽園。見所である好文亭は木造２層３階建ての好文亭本体と木造

平屋造りの奥御殿からなり設計•意匠•立地の全ての指示を徳川斉昭自ら行ったそうです。随分とこだわっ

た様ですね。因みに「好文」とは梅の異名で、晋の武帝の「学問に親しめば梅が咲き、学問を廃すれば咲か

なかった」という故事に基づくらしいです。 

徳川ミュージアム：水戸徳川家１３代当主徳川圀順(くにゆき)公が、伝来の大名道具や古文書類を寄贈し

て設立した公益財団法人徳川ミュージアムとして、昭和５２年(1977)に開館したそうです。さすが徳川御

三家ですね。数々の貴重な品が素晴らしい状態で保存展示されていました。ガーデンテラスの外観が特徴

的でエントランスにて黄門様の銅像と記念撮影した人もいました。 
 

いつもながら充実した１日でした。コーディネートして頂いた方々、本当にありがとうございました。 

             （文化協会副会長 知久 浩之記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常磐神社にて 

徳川ミュージアム    

 黄門様と一緒に 


