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　津田校区の皆様には、いつも民生委員・児童委員の活動にご協力いただきありがとうご
ざいます。　
　津田校区を担当する委員は、今在家７名（主任児童委員１名を含む）、加茂３名、構３名、
思案橋１名の計１４名で活動しています。
　主な活動としましては、一人暮らしの高齢者宅への見守り訪問。津田公民館で月に一度
開催している、一人暮らしの高齢者の方への「ふれあい食事サービス」。コロナ禍により開
催を中止した月もあり、弁当を購入し開催していましたが、やっと、この４月から公民館の
調理室で調理した、温かい食事を楽しんでいただけるようになりました。他に、津田公民館
で開催されている「子どもあそぼう会」、各町で開催されている「いきいき百歳体操」・「ふれ
あいサロン」等の手伝いがあります。どの集まりも、大勢のボランティアの皆様の力添えに
より、高齢者の方々や子ども達の楽しいふれあいの場を設けることができています。
　また、地域の皆様から日々寄せられる福祉の問題やご相談に応えると共に、行政サイド
や地域包括支援センター等への橋渡し役としてお役に立ちたいと考えていますので、
気軽に私たち民生委員・児童委員にお声掛け下さい。

民生委員・児童委員　　　田中　国洋
（津田公民館　活動推進委員）

７月　講座案内 　　　８月　講座案内　

　教養講座 日時 ７月１２日（火）　1０時～ 　生き生き 日時 ８月６日（土）　１３時～

内容 　　教室 内容 　「夏の将棋大会」　大人も児童も

　　申込要、大会賞品あり

講師 　＜無料＞ 代表 　内海弘蔵 　　申し込みは７月３０日までに

　生き生き 日時 ７月１６日（土）　1０時～ 　生き生き 日時 ８月７日（日）　１０時～

　　教室 内容   「男の料理教室」　 　　教室 内容 　「楽しいドローン教室」
　持ってくるもの：　お米・エプロン・ふきん

講師 　＜無料＞ 講師 　東口宣弘　（空撮技士）

日時 ７月１９日（火）　１０時～ 　生き生き 日時 ８月７日（日）　１３時～

内容 　　教室 内容 　「夏の囲碁大会」
　音読・朗読を中心とした読書の会 　　申込要、大会賞品あり

　＜無料＞ 講師 　＜無料＞ 代表 　岡村良行

　教養講座 日時 ７月３０日（土）　1３時３０分～ 　歴史講座 日時 ８月２０日（土）　1０時～

内容 　「人権学習」　 内容 　「鎌倉殿の13人」　第三回（最終回）

　人権について考えよう！

講師 　阪本 靖　（市人権啓発課） 　＜無料＞ 講師 　黒田美江子　（歴史研究家）

　幼児教室 日時 ７月６日（水）　1０時～ 教養講座 日時 ８月２８日（日）　1０時～

　あそぼう会 内容 　「なかよしランド」 内容 　「ライフプランと資産運用」　
　　楽しく体を動かそう 申込要

　＜無料＞ 世話役 　＜無料＞ 講師

　子ども陶芸 日時 ７月２２日（金）　1０時～ 　幼児教室 日時 ８月３日（水）　1０時～

　　教室 内容 　「夏休み陶芸教室」① 　あそぼう会 内容 　「お人形と遊ぼう」　
　＜材料費＞ 　　 　申込要：先着２０名　　※を参考に 　　子育ての悩みも相談ください

講師 　掛川原智　（文化講座講師） 　＜無料＞ 世話役

　子ども陶芸 日時 ７月２４日（日）　1０時～ 　乳児教室 日時 ８月２５日（木）　1０時～　

　　教室 内容 　「夏休み陶芸教室」② 　はいはい 内容

　＜材料費＞ 　　 　申込要：先着２０名　　※を参考に 　　ランド 　　首すわり～歩き始めの乳児と保護者対象

講師 　掛川原智　（文化講座講師） 　＜無料＞ 世話役 姫路市移動児童センター　まわ～る

　乳児教室 日時 ７月２８日（木）　1０時～　 　※ 夏休み陶芸教室について

　はいはい 内容 　　　７月２２日(金）と７月２４日（日）、定員は各２０名ずつです。

　　ランド 　　首すわり～歩き始めの乳児と保護者対象 　　　申込みは７月８日(金）より、公民館に電話かFAXで。

　＜無料＞ 世話役 姫路市移動児童センター　まわ～る 　　　　FAXには、氏名（ふりがな）、学年、性別、
 ＜裏面もご覧下さい＞ 　　　　電話番号、希望日を必ず明記してください。

※夏休み恒例、ミニシアターのご案内も裏面です

鎌倉幕府誕生を背景とした権力争いのゆくえ…

サンマルコ・エスカルゴ＆校区子育て支援

　「ふれあい遊び、わらべうた遊び等」

　下田正人　（日本証券業協会）

持ち物：エプロン、タオル、空き缶（コップを作る場合）、７００円（材料費）

小学生から年配者まで幅広くお楽しみ頂けます

生きがいある人生を送るためにはいくら必要？

　「レ・ミゼラブル」　ヴィクトル・ユーゴー

音読の会

＜無料＞

移動児童センター＆津田校区子育て支援

￥7００円

￥7００円

　前田しおり　（元フリーアナウンサー・現僧侶）

　「ふれあい遊び、わらべうた遊び等」

＜無料＞ 　芳賀一也　（郷土史家）

　吉田麻美　（栄養士）

＜材料費＞

￥1000円

　　　第196号

（月曜日休館）

　「池田輝政～姫路城築城の謎～」
　姫路城の秘密に迫る歴史講座

絵てがみ： 黒塚 ふみ 作



姫路市立津田公民館
教養講座 歴史 読書等 生き生き教室 子ども教室 幼児教室

9(金)13：30～15：30 18(日)13:30～15:00 7(水）10:00～11:30 
シニア向けスマホ講座 落語を楽しむ あそぼう会
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 太田垣康男（三遊亭楽団治） 社会福祉協議会津田
28（水）13:30～15:00 22(木) 10:00～11:00
相続・老い支度 はいはいランド
ナカイ総合事務所 移動児童センター

15(土) 10:00～12:00 5(水）10:00～11:30 
男の料理教室 あそぼう会
吉田麻美（栄養士）　 社会福祉協議会津田
25(火) 14:00～15:30 27(木) 10:00～11:00
歌謡教室 はいはいランド
多田高弘（作曲家） 移動児童センター

26（土）10:00～12:00 15(火） 10:00～11:30 2(水）10:00～11:30 
好古園散策 音読の会 ※あそぼう会なかよし
家永善文 前田しおり(僧侶） 移動児童センター＆社会福祉協議会津田

20（日） 24(木) 10:00～11:00
ふれあい舞台発表会 はいはいランド
（於：津田幼稚園） 移動児童センター

3(土) 10:00～11:00 4(日）13:30～15:00 7(水）10:00～11:30 
人権学習 マジック教室 ※人形劇
鈴木啓資（飾磨西中校長） 福島亮介(プロマジシャン） 竹中治美（どろんこの会）

14(水) 10:00～12:00 22(木) 10:00～11:00
野菜ソムリエのお料理教室 はいはいランド
佐々木なお子（野菜ｿﾑﾘｴ上級ﾌﾟﾛ） 移動児童センター

24(火)10:00～11:30 7(土）10:00～11:30 14(土)13:00～16:00 4(水)  13:30～15:00 18(水）10:00～11:30 
認知症の話 音読の会 新春将棋大会 新春書初め会 あそぼう会
田中孝史 小中学生徒と楽しむ 内海弘蔵（津田将棋クラブ） 石原冬苑 社会福祉協議会津田

前田しおり(僧侶） 15(日) 13:00～16:00 7(土）10:00～11:30 26(木) 10:00～11:00
新春囲碁大会 音読の会（読み聞かせ） はいはいランド
岡村良行（津田囲碁愛好会） 14(土)13:00～15:00 移動児童センター

新春子ども将棋大会
10(金)13:30～15:00 28(火) 14:00～15:30 1(水）10:00～11:30 
つぼの話 歌謡教室 あそぼう会
加茂田喬（東洋医学講師） 多田高弘（作曲家） 社会福祉協議会津田

23(木) 10:00～11:00
はいはいランド
移動児童センター

5(日)13:30～15:00 1(水）10:00～11:30 
ギター弾き語り あそぼう会
山田浩三 社会福祉協議会津田

（アマチュア音楽家） 23(木) 10:00～11:00
はいはいランド
移動児童センター

(注)
③｢ふれあい食事｣（ひとり暮らし６５歳以上対象)は毎月第４水曜日→民生委員申込み要（姫路市社会福祉協議会/津田主催）

上記日程については、講師の都合等で変更する場合があります。直近の｢公民館だより｣でご確認下さい。

１月

２月

３月

①斜体字の"あそぼう会"は姫路市社会福祉協議会/津田－子育て支援活動。　②※印部分は、"あそぼう会"と公民館との共催。

　　　　令和４年度（後期） 教養・地域講座および行事計画

９月

１０月

１１月

１２月

☆津田幼稚園 ～未就園児園庭開放ふれあいの日～

ようちえんで遊ぼうDAY

７月２６日（火） 10:00～11：00

☆津田このみ学園 子育て支援拠点

・園庭開放 ７月１３、２０、２７日 ８月１０、２４、３１日

・１カ月体験保育 Ⅱ期 ９月１日～３０日

ブログにUPされるメールフォームにて受付け

ミニシアター （映画鑑賞会） ミシー

「 ミラベルと魔法だらけの家」

－奇跡を起こす方法は、魔法だけじゃない！－

日時：７月２７日（水）１４:００～ （上映時間 約１００分）

場所：津田公民館 ２Ｆ ＜ 無料・どなたでも ＞

ポーセラーツ（キルンアート）
体験教室のご案内

あい

真っ白い器（白磁）に、シール感覚で使える転写紙

を使い、世界にひとつだけのオリジナル食器を作

ることが出来ます。今回はマグカップを作ります！

お子様から大人の方まで、一緒に楽しい時間を

過ごしましょう♪

体験日： ７月１７日（日） １０：００～１２：００

費用： １１００円（材料費・焼成費）

対象： 小学生～大人

講師： Art studio Natuly 町田 静

※問合せ・申込みは公民館まで。

定員になり次第締め切ります。


