一月五日（木）田中義人先生（元
豊 丘小 学 校 長） を お 招 きし 、 小学
生 を対 象 に 「書 初 め 教 室と 新 年ご
あいさつ 会」が 開催 されまし た。

二月十二 日（日 ）に 開催さ
れる「豊 丘地区 組別 対抗卓球
大会」の 初戦組 み合 わせが決
まりまし た。
一月二十 一日（ 土） 第一回
豊丘地区 分館連 絡協 議会開催
に引き続 き夜七 時よ り各町区
長はじめ 各町組 長・ 体育部長
さんにお 集まり いた だき、せ
つめいの 後くじ 引き で決定。
昨年は豊 丘町一 組が 優勝、
今年はど この組 が優 勝杯を持
ち帰るの か楽し みで す。
今年の選 手宣誓 は一 番くじを 引いた
豊丘町八 組が務 めま す。

A-1
豊丘町 3 組－豊丘町 1 組
A-2
A－1 勝者－豊丘町 8 組
B-1 大日向町２組－豊丘上町 5 組
B-2
豊丘町 7 組－大日向町 1 組
C-1 豊丘上町 4 組－豊丘上町 2 組
C-2
豊丘町２組－豊丘町５・６組
D-1
豊丘町１組－豊丘上町３町
D-2
D－1 勝者－豊丘町４組

組別

三 年生 以 上 は毛 筆 、 一 ・二 年 生は
硬筆を丁 寧に指 導し ていただ きまし た。
田中先生 からは 「み んなとて も上手 でま た
来年が楽しみだね」 とのお褒めの言葉を いた
だきまし た。
書初め教室のあとは「新年ごあいさつ会」、
お汁粉をいただきながら「今年の抱負」と「将
来の夢」 を考え まし た。
一部を紹 介しま す
【今年や りたい こと 】
＊ピアノ がうま くな りたい
＊工作を たくさ んし たい
＊けん玉 のもし かめ をがんば る
＊縄跳び が上手 にな りたい
＊友だち となか よく したい
＊友だち をいっ ぱい 作る
【将来の 夢】
＊動物園 の飼育 員さ ん
＊お花屋 さん、 それ から社長
＊ピアノ の先生 、ア ナウンサ ー
＊漫才師 （友だ ちと ）
＊本をつ くる会 社の 人
＊保育園 の給食 をつ くる人、 ドーナ ツ屋 さん

（初 戦 対 戦 表）

一月二 十五 日（水 ） 豊丘
地域公民館と豊丘女性学
級・五 味の 会共催 で 公開講
座「か らだ 元気モ リ モリ体
操教室」が開催されました。
健康運 動指 導士の 宮 川彩
子先生 をお 招きし 、 腹圧の
向上体 操や 手足を 動 かしや
すくす る体 操など 家 庭で簡
単にで きる 体操を 先 生の楽
しい会 話と 指導で 心 身とも
にリラッ クスし なが ら学習
しました 。

体操教室の後は、宮川先生を囲み「五
味の会 交流 会」 が開 催され 、普 段感じ
ている から だの 変調 や改善 運動 などを
お聞き した り、 今後 の会の 活動 につい
ての意 見交 換な ど会 員同士 の親 睦を深
めました 。

民生児童委員会の皆さ
んがＪＡ旧豊丘支所でＪ
Ａ仁礼支所主催の「豊丘出
張購買・ おでか けな して」
に合わせ「ふれあいサロ
ン」を開 催して いま す。
委員さん自らの手作り
のお菓子や漬物、お茶など
を提供し、訪れる皆さんと
の語らい の場と して 活動して います 。

一月二 十九日 （日） 豊丘
財産区主催 「豊丘 地 区懇談
会」が、豊 丘財産 区 管理者
三木正夫市長をはじめと
し、各町区 関係者 、 協力団
体、学校教 育関係 者 などが
介し開催 されま した 。
山神 様及 び乳山牧 場の祖
「市川佐 治右 衛門翁 之碑」
を拝礼し 、山の 安
全と地域 の発展 を
祈願しま した。
その後、 吉田金
七議長か ら豊丘 財
産区概要 説明等 が
行われ、 積極的 な
意見交換 が行わ れ
ました。

＊音楽教室

24 日（金）

＊切り絵教室
24 年度から 26 年度までの３か
年間の計画策定にご提案・ご要
望をお寄せください。
地域公民館玄関ロビーに素案冊
子と記入用紙があります。
閲覧いただき、ご協力ください

２月８日（水）まで

＊謡曲入門教室

お問い合わせは…
各町公民分館役員又は
各組体育部長さんまで
お願いします。

【須坂市高齢者福祉課】

先月号の答えは…
１月１５日（日）に開催される
「どんど焼き」で祈願するのは…

9 日（水）
7・20 日（火・月）

＊ハーモニカ教室

12・19 日（日）

＊フィットネス

1・15 日（水）

“こんな講座・教室をやりたい”
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。

豊丘地域で平成２３年３月３１日
須坂市指定天然記念物に指定されたのは？

（○には漢字が入ります）

★ １週間・４冊まで貸し出します。
★ 貸し出し可能日は、月～金曜日
（祝日は除く）
★ ご利用時間 午前９時～午後５時

印

刷

５００枚まで１００円
（用紙持込時の料金です）
用紙代（A-4 一枚：２円…）

コピー

１枚 １０円

