十二月十八日、豊丘町
公民分館・豊丘上町公民
分館・豊丘町老人クラ
ブ・豊丘地域公民館共催
で、豊丘町の大熊昭平氏
を講師にお招きし、恒例
の「しめ縄づくり講習
会」が開 催され まし た。
人が参加し、神棚用
と玄関用のしめ縄を四
苦八苦し ながら 綯い ました。
先生～ 先生～ と引 っ張りだ こで 、
大熊先生も大
忙しの講習会
でした。
自分で綯った
しめ縄で、きっ
と良いお正月
を迎えている
ことでし ょう 。
十二月十日、保健補導員
会の皆さんが、豊丘地域公
民館の窓拭き等、清掃の奉
仕活動をしていただきま
した。
寒い日でしたが、皆さん
一生懸命、本当に献身的に
掃除に励んでいただきま
した。
お忙 し
い中での 保健補 導
員さんた ちの温 か
いお気持 ちに感 謝
申し上げ ます。
本当に ありが と
うござい ました 。

十二月十六日、豊丘 保育園 で
は園 児た ちが 待ち に 待っ た楽し
い「 クリ スマ ス会 」 が開 催され
ました。
園児たち による 歌や 劇遊び 、
楽器あそびなど、とても元気に
明るく発表し、来年一年生にな
るひまわ り
ぐみさん は、
「とんが り
山の大魔 神」の オペ レ
ッタをと ても上 手に 演
じました 。
先生方 の楽し いシ ー
クレット ショー や保 護
者の皆さ んの歌 、豊 丘
小学校五年 生の「 白 雪姫」「オ ズの魔法 使
い」の手づくり劇も飛び入り参加し会場は
大盛り上 がりで した 。
最後は、サンタのお
じさんからクリスマ
スプレゼントを一人
ずついただき、とても
楽しく愉快な、そして
心温まる保育園のク
リスマス 会でし た。
区三役も協力してワッショイ！

サンタさんは、現豊丘町区長さん

十 二月 から三月 まで豊 丘地 域
公民館と市健康づく り課共催の
健康教室・フィット ネス講座が
開講しま した。
名の生 徒さ
んが、月 に二回
跡部奈美 先生の
指導のも と心地
よい汗を 流して
います。
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（○には漢字が入ります）

＊フィットネス講座 ４・18 日（水）

大切な選挙です
棄権のないよう
投票してください

“こんな講座
こんな講座・
講座・教室をやりたい
教室をやりたい”
をやりたい”
などのご意見・ご提案をぜひ
地域公民館へお寄せください。

南原町公会堂
豊丘小学校
豊丘小学校
大日向町
豊 丘 町
豊丘上町
８・22 日（日）
＊ハーモニカ教室
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１月１５日（日）に開催される
「どんど焼き」で祈願するのは…

十二月十 日、豊丘町育成会主 催
で恒例 の「餅 つき大 会」が 開催さ
れました 。
子ども 名、保護者 名が参加
し、順番に杵を持ち、「よいしょ、
よいし ょ」の 掛け声 が豊丘 町に響
き、美 味しい お餅が つきあ がりま
した。
新しい 命と
力が授か るとい うつ き
たてのお 餅を食 べて 、
元気で明 るく、 活発 な
豊丘っ子 が育っ てい く
ことを祈 願しま す。
たくまし く育っ てね 。

カロチンとビタミンＣ が豊富で「がん予防」「美肌効果」に優れた豊丘
地域のブランド野菜は？
お茶と一緒に食べると効果アップとか。

投票場は下記のとおりです。

４名
１２名
５名
大日向町
豊 丘 町
豊丘上町
20 日（金）
＊音楽教室

10・
10・17 日（火）
＊謡曲入門教室

十二月十五日、仁礼コミ
ュニティセンターにおい
て、豊丘地域公民館と豊丘
町老人クラブ共催による
高齢者講座が開催されま
した。
名 の 受 講 者 が レッツ
マジック・岡沢袈裟則氏の
マジックショーで脳リフ
レッシュ 。
参加型の マジッ
クもあり 、皆さ ん
真剣にマ ジック に
挑戦し、 笑いや 感
動の中で の有意 義
な高齢者 講座と な
りました 。
十二月十九日、中田女性
学級が「 そば打 ち講 習会」
を開催し ました 。
年越しに向けて、皆さん
一生懸命にそば打ち技術
の向上に 励みま した 。
季節の野菜などで作っ
たテンプラや煮物、野沢菜
漬け、黒 豆など も添 えて 、
豊丘そば 御膳？ の完 成です。
手打ち のそば で良 い年を迎 えた
ことでし ょう 。

先月号の答えは…

＊ 1 月２２日（日）
午前７時～午後８時
1 月 8 日（日）
開 場 午後 1 時 30 分～
メセナホールにて執り行われます。
＊書初め教室と新年ごあいさつ会
５日（木）
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豊丘 地域 公民
館地内 の水 道タ
ンク脇 に豊 丘上
町顧問（前区長）
さんた ちの ご尽
力によ り、 念願
の「防 犯灯 」が
設置されまし
た。
防犯 灯は ＬＥ
Ｄ電球 使用 で明
暗感知式 です。
これ から は夜
間・冬 期の 地域
公民館 利用 の皆
様も安 心し てご
利用い ただ けま
す。ご 尽力 いた
だきました皆
様、本 当に あり
がとう ござ いま
した。

