回 覧 (町内会長さんをはじめ、班長さんにはお手数をおかけ致しますが宜しくお願い致します)
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安全で安心できるまちづくり
魅力ある住んでみたいまちづくり
残したい未来に輝くまちづくり
手をつなぎ皆で作る大きな輪！
先ずは、できる事から
始めてみませんか？

新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、9 月 1 日～9 月 30 日
までの 1 ヶ月間公民館を原則休館する事が決定され、期間中は全ての貸館
が中止となりました。貸館予約をされていた各種団体の皆様、日頃公民館
で活動されている自主クラブの皆様には急なお知らせとなりましたが、ご
協力いただきありがとうございました。
それに伴い、公民館講座も 9 月開催予定だったものについては中止また
は延期となります。各講座すでにお申込みいただいていた皆様には個別に
ご連絡いたしましたが、曜日や時間が変更になっている講座もありますの
で下のお知らせも合わせてご確認の上、お間違えの無いようにご参加くだ
さい。

休館中も 10 月以降の貸館申請やコピー・輪転機使用
の受付は行っております。

延期
・籐手芸教室 8/30・9/6・9/13・9/27(月)→10/20・10/27・11/10・11/17(水)
中止

・和菓子作り 9/7(火)→11/16(火)（※こちらは定員に達しております。）

・9/15(水)「カルトナージュ教室」

・男の料理教室 9/14(火)→11/9(火)

・9/16(木)浜通り高齢者教室「椅子ヨガ」

・体操教室 9/30(木)13:30～15:30→11/30(火)10:00～12:00

・9/23(木・祝)「親子クッキング教室

・ハーバリウム教室

～パン作り～」

10/12(火)→12/13(月)

・スマホ講習 9/27(月)・9/28(火)・9/29(水)→10/25(月)・10/26(火)・10/27(水)

１階和室と小和室の畳の張替え作業が行われ
ました。また両部屋テーブルも数台新しいものと
今年度 10・11 月に開催を予定しておりました文化祭と芸能学
習発表会ですが、公民館協力会会長・クラブ連絡協議会会長・公
民館職員とで協議した結果、例年の来館者数から考えると三密
を防ぐ事や来館者の確実な把握が困難と予想される・地区外か
らの来館も多い・ワクチン接種が広くいき渡っていない・変異株
の拡大が懸念されているなど、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、昨年に引き続き開催を中止することといたしま
した。
来年こそは皆様の日頃の活動の成果を発表できるようにと願
っております。
何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

入れ替わっております。
会議等でテーブルを出して和室・小和室を使
用する際は、新しい畳やテーブルが傷まないよう
に丁寧な出し入れ作業をお願いいたします。

・各講座、1 週間前が申込み締め切り期限となっておりますが、定員に
なり次第締め切りとさせて頂きます。新型コロナウイルス感染対策の
一環として募集人数が例年より少なくなっております。
お申込みはお早めに！！

※感染状況によって急遽中止・変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

定員 1０名

加いただけません。

います。
ご理解・ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

定員 1０名

夜・昼の講座

市民 IT 講習会
～スマホの基本知識～

時：１１/1・11/8
11/１５・11/22
11/29・12/６
月曜 全 6 回 13～15 時
講 師：石津 美枝 先生
材料費：1,５00 円
持ち物：裁縫道具

持ち物：ボールペン

～筋膜の深いコリを解消しよう～

日

時：11/18・11/25
12/2・12/9
木曜 全４回
【夜】18:30～20:30 時
講 師：鈴木 光広 先生
持ち物：ヨガマットまたは
バスタオル・飲み物
※動きやすい服装でご参加ください。

定員 1０名

体操教室

時：11/30（火）
10～12 時
師：川口 太陽 先生

講
持ち物：長めのタオル

ハーバリウム教室

日

料理教室
～中華まん作り～
時：12/1（水）

講

1０～1２時
師：奥山 綾乃 先生

～脳トレ・タオル体操で
健康つくり～

全３回 1０～1２時
講 師：森 淑乃 先生
資料代：200 円
持ち物：自分のスマホ

～オリジナルのボールペン作り～

※材料費など詳細は
10 月下旬に決定します。

内履き・飲み物

日

時：12/１３（月）
1３～1５時

講

師：菅原

定員 ８名

定員 ８名

※公民館に見本展示中！

日
講

定員 1５名

女性学級 料理教室
～簡単おせち作り～
時：12/21（火）
1０～1２時
師：奥山 綾乃 先生

※材料費など詳細は
10 月下旬に決定します。

決定します。

歩 先生

材料費：1,000 円
天然石を入れたい方は
プラス 300 円

※動きやすい服装でご参加ください。

※スマホの貸し出しはありません。

※材料費など詳細は 11 月の
講座(カレー作り)後に

ボールペン字教室
～綺麗な字を書くコツを学ぶ～
【夜】日時：11/4・11/11
木曜 全２回 18～20 時
【昼】日時：11/17・11/24
水曜 全２回 10～12 時
講 師：佐々木 祐子 先生

定員 ８名

定員 2０名

日

夜の講座

定員 1０名

※10 月から見本展示予定です！

【夜】
日 時：10/25（月）
・10/26（火）
10/27（水）
全３回 19～21 時
【昼】
日 時：12/6（月）・12/7（火）
12/8（水）

男の料理教室
～フライパンで
ローストビーフ作り～
日 時：12/14（火）
10～12 時
講 師：沢野 節子 先生

夜・昼の講座

筋膜リリース

日

・冬場も窓を開けての換気を行

参加は出来ません。

定員各 1０名

女性学級 手芸教室
～つるし飾り作り～

・講座中は常時マスクの着用を
お願いします。

全講座必ず事前の申込みを行ってください。事前申込無しでの当日の
なお、材料費がかかる講座は事前にお支払いをお願いしております。

・講座当日 37.5 度以上の発熱
や体調不良のある場合はご参

・お電話（３３－１６３３）または直接窓口にてお申込み下さい。

定員 ８名

10 月から受付

女性学級 ストレッチ教室
～ストレッチで体を温めよう～
日 時：令和 4 年 1/12・1/19
1/26 水曜 全 3 回
1０～1２時
講 師：吉﨑 路子 先生
持ち物：ヨガマットまたは
バスタオル・飲み物
内履き

10 月から受付

女性学級 料理教室
～甘酒を使ったスイーツ作り～
日 時：令和 4 年 1/18（火）
1０～1２時
講 師：津馬 真弓 先生
※材料費など詳細は
１２月上旬に決定します。

※動きやすい服装でご参加ください。

・各講座定員になり次第締め切りとさせて頂きます。
・残り定員数わずかとなっておりますので、お電話にて定員の確認後、
公民館窓口で申込みとなります。申込みの際は事前にお支払いをお
願いしております。

パンプキンパイ作り

ロールケーキ作り

ねりきり細工体験

日 時：10/30（土）
1０～1２時
講 師：奥山 綾乃 先生
材料費：1,000 円
持ち物：エプロン・三角巾
子供は内履き

日 時：11/23（火・祝）
1０～1２時
講 師：菓子処 丸美屋 様
材料費：800 円
持ち物：エプロン・三角巾
子供は内履き

日

定員：8 組

定員：8 組

定員：8 組

時：12/25（土）
1０～1２時
講 師：菓子処 丸美屋 様
材料費：600 円
持ち物：エプロン・三角巾
子供は内履き

