
 

訂正してお詫び申し上げます。 
「豊洲地域公民館だより」（7 月 1 日発行・２６－３号）の記事で、6 月
29 日開催の球技大会の試合結果に誤りがありました。ソフトボールの決
勝戦の小島町と南小河原町の勝敗の表で○と×を反対に記載してしまい
ました。正しくは小島町に○がつきます。ここに訂正させていただくとと
もに、関係者の皆さまに謹んでお詫び申し上げます。      

館長 山﨑あおい  

☆夏休み「親子映画会＆音楽鑑賞会」 
映画：「100 ばんめのサル」「ミッキーのハワイ旅行」 

音楽鑑賞会：小学校合唱コンクール優秀作品他 

8 月 11 日(月) 午前 10：00～ 

☆夏休み「工作教室」（対象・小学校 4～6 年生） 
赤毛のアンの家の模型を作ってみよう。 

8 月８日(金) 午後 1：30～ 材料費 300 円 定員 12 名 

☆「笑いヨガ」(地域づくり推進委員会共催) 
笑って健康づくり。大人も子どもも参加できます。 

8 月７日(木) 午前 10：00～11：30 

☆「煎茶道講座」 
8 月 7 日・21 日 午後 1：30 から 3：30 

☆「子育て広場」 
身長・体重測定、赤ちゃん健康相談会があります 

８月 28 日(木) 午前 10：00～11：30 

☆「パソコンなんでも相談会」 
8 月 29 日(金) 午後 1：30～3：00 

おでかけパソコン教室 

ワード＆エクセル 

文章が書けるワードと、表・計算がで

きるエクセルを組み合わせた新しい

講座です。 

日 時：9/1(月)～9/5(金) 全 5 回 

午前 10：00～正午 

参加費：500 円(テキスト代) 

定 員：10 名 

講 師：信州 SOHO 支援協議会 

※パソコンは主催者側で用意します。 
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 監督は「信州岩波講座 2012 －新しいはじまり 3・11 後をどう

生きる－」で講演をされた映像作家の鎌仲ひとみ氏です。 

8 月 11 日（月）1 回目 午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

        2 回目 午後 7 時～9 時 

豊洲地域公民館の８月の学習は「平和」です。 

「六ヶ所村ラプソディー」映画鑑賞会 
 
自然美しい六ヶ所村（青森県上北郡）には、日本の

原子力産業の拠点である核燃料の再処理工場があ

ります。この映画は、様々な立場の村人が、核と共

に生きることを余儀なくされた、それぞれの姿を追

ったドキュメント作品です。 

豊洲地域公民館だより 
ブログ発信中：豊洲地域公民館で検索！ 

【26-4 号】 

平成 26 年 8 月 1 日発行 

豊洲地域公民館 

電話 246-3232 

★ 上記の講座の申込み・問い合わせは豊洲地域公民館（電話 246-3232）まで ★ 

８月開催の講座のご案内 

 

地域公民館に設置してあるパソコンは 

 

【地域づくり推進委員会の事業です】 

豊洲地域公民館 

2 階 集会室で上映します。 
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【編集後記】小学校の夏休みに入ってから、豊洲地域公民館で児童クラブの生徒さんと一緒にラジオ体操

をしています。８月は1(金),5(火),7(木),8(金),11(月),12(火)の午前 9 時からです。どなたでも参加できます。

一緒に体を動かしませんか。（割田） 

サークルの紹介とご案内 

カトレア会（社交ダンス） 

男女性別、年齢は問いません。 

楽しく踊りましょう。 

活動：月 2～3 回水曜日 午後 7：30～ 会費：月2,500 円 

軽音部 

好きな音楽を好きな楽器(フォークギター中心です)で演

奏しています。文化祭の舞台が発表の場です。 

活動：月 1 回程度 午後 7：30～     会費：なし 

コーラス菜の花 
季節の歌や色々なジャンルの歌をみんなで楽しく歌いま

す。斉唱で、時々合唱でお腹から声を出しましょう。 

活動：毎月第 1 3 月曜日 午後 1：00～ 楽譜代：100 円 

神洲流須高吟道会 
古来の有名作者の漢詩の理解の学習、吟詠と仲間づくり

をしています。 

活動：不定期 

すみれ会 
日舞を学ぶ会です。大人の方もお子さんもご参加いただ

けます。 

活動：不定期 

豊洲ゲートボール愛好会 
ゲートボールを通して健康と仲間づくりをしましょう。 

活動場所はふれあい(須坂温泉前)。会員大募集中です。 

活動：毎週水曜日 (夏)午前 3：00～会費：活動に応じて 

とよす太極拳サークル 

正宗太極拳を小河原駐在所の村田さんに教わっていま

す。健康や護身に効果的、ご参加お待ちしています。 

活動：毎週火曜日 午後 7：00～   会費：1 回 100 円 

とよすハーモニー 

ハーモニカは吸ったり吐いたりして音を出すので、心と

健康に良い楽器です。月に２回練習をしています。 

活動：毎月第 1 3 水曜日 午後 1：30～ 

豊洲マレットゴルフ愛好会 
会員同士の親睦、健康、地域の交流を目的として和やか

にマレットゴルフを楽しんでいます。活動場所は松川など 

活動：主に月曜日 午後 1：00～   会費：年 1,500 円 

俳句芙蓉会 
楽しく俳句を学ぶ会です。わからないところはお互いに

教え合い、和気あいあいでやっております。 

活動：毎月第 1 火曜日 午後 1：30～ 会費：月 200 円 

ハウオリ（ハワイアンフラ） 

若い人から、年を重ねた人まで一緒にフラダンスを習い

楽しい時間を過ごしています。参加者大募集。 

活動：毎週金曜日 午後 7：30～ 

パソコンクラブ 

一緒にパソコンの学習をしませんか？疑問点は隣同志

教え合い楽しく進めます。ご入会お待ちしています。 

活動：第 2 4 木曜日 午後 1：30～ 会費：月 1,000 円 

筆芳会（書道） 

漢詩を味わい、行書、草書で学んでいます 

 

活動：毎月第 3 金曜日 午後 1：00～   会費：なし 

ひまわりの会（手芸） 

少人数ですが楽しくやっています。 

ご参加お待ちしております。 

活動：主に第 3 水曜日 午前 9：00～   会費：なし 

豊碁会 
この会は囲碁好きの人たちによって、12 月～3 月の農閑

期に月 3 回、5 の付く日(5,15,25 日)に活動しています。 

活動：毎月 5 の付く日 午後 1：00～       会費：なし 

墨豊会（水墨画） 
会員は現在 8名、月 1回の練習で交流を深め、楽しく水

墨画を学んでいます。 

活動：毎月第 2 月曜日 午後 1：30～ 会費：月 1,000 円 

ボロドアの会 
観世流謡曲小謡（おさかな）を覚える。先人が築いた文

化、北信流を次の世代に伝える。ボロなドア出入り自由。 

活動：毎週金曜日 午後 6：30～  小謡本代：2,310 円 

メタボの会 
会員 35 人(うち男性６人)です。ヨーガとストレッチを合

わせた無理のない運動を和と絆で楽しく行っています。 

活動：毎週火曜日 午後 1：30～   会費：1 回 500 円 

他にも嘉雲会（謡曲）、メイプルリーフ(合奏団)、のサークルが活動中です。 

サークルについての申込み・お問い合わせは 

豊洲地域公民館（℡２４６－３２３２）まで、お気軽にお問い合わせください。 


