
 

 

 

 

 

 
 

文化講座展示発表会 文化講座で学んだ成果を作品にして展示します。 

  3 月 4 日（土）・5 日（日） 午前 10 時～午後 4 時  公民館 1 階 

3月の教養講座 歴史講座  

徳川家康と大坂の陣  ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」にちなんで 

・日時 3 月 24 日（金）午後 1 時 30 分～3 時 

・講師 菅原 美文先生（歴史研究者） 

 3月の地域講座のお知らせ 

 百歳体操 

日時：第１、第 3 火曜日 午前 10 時～ 

第 2、第 4 火曜日 

午後 1 時 30 分～ 

 指導：中島副会長 

子ども日本舞踊 

日時：3 月 11 日（土） 

 午前 10 時～11 時 

講師：柴原まち子（鵬扇寿治）先生  

鵬扇流師範 

内容：「よさこい」のおけいこをします。多く

のみなさんの参加を待っています。 

移動児童センター  なかよしランド 

日時：3 月 16 日（木）午前 10 時～12 時 

対象：小学校就学前の幼児と保護者 

講師 移動児童センター職員 

内容：おもちゃでの自由遊び、体操や手遊

び、季節のわらべうた遊び、ミニシアター

など 

折り紙教室 

日時：3 月 18 日（土） 

午前 10 時～11 時 30 分 

講師：玉田 里美さん 

（日本折り紙協会講師） 

内容：季節にあった折り紙をおります。 

材料費：100 円 

健康づくり教室 

ストレッチ体操で健康づくり 

日時：3 月 23 日（木） 

午後 1 時 30 分～3 時 

講師：柴田 百代さん 

（あい・B・Ｃストレッチ代表） 

募集定員：20 名（先着順） 

用意：上靴、敷物 

（バスタオルでも可） 

子ども教室 

 季節のミニ生け花 

日時：3 月 25 日（土）午前 10 時～1２時 

講師：梶 充恵先生（未生御流華道講師） 

対象：小学生 

募集定員：12 名（先着順） 

材料費：500 円（申込み時にいただきま

す。） 

締切り：3 月２2 日（水） 

内容：かわいい季節の花を生けます。 

3月の「子どもクッキング教室」は、11日（土）午前 9時 30分～12時 30分です。                                                                           
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 令和 5年度の講座の概要  講座の詳細については、毎月の「公民館だより」をご覧ください。 

月 教 養 講 座 
地 域 講 座 

生活楽学教室 子ども教室 

４ 
スマートフォン入門講座 

（28 日） 

 わらべ茶の湯（22 日） 

５ 高齢者支援について(26 日) 和菓子作り（20 日）  

６ ふるさと歴史散歩①（9 日） 落語を楽しむ（30 日） ミニ生け花（24 日） 

７ ふるさと歴史散歩②（14 日） 懐かしの歌で健康講座（28）  

８ じろりんコンサート（25 日) 和菓子作り（26 日） 夏の工作（6 日） 

９ 防災市政出前講座（3 日）  わらべ茶の湯（23 日） 

10  和菓子作り（28 日） 消しゴムハンコ（21 日） 

11 
 伝筆（18 日） 

懐かしの歌で健康講座（24 日） 

ミニ生け花（25 日） 

12 介護保険制度（8 日） 落語を楽しむ（22 日） 折り紙遊び（10 日） 

１ 
歴史講座 大河ドラマに因んで

（26 日） 

 わらべ茶の湯（27 日） 

２ 
歴史講座 大河ドラマに因んで

（23 日） 

和菓子作り（24 日）  

３ 
歴史講座 大河ドラマに因んで

（22 日） 

 ミニ生け花（23 日） 

※地域講座は、上記のほか「子どもクッキング教室」（毎月第２土曜日）、「子育て支援教室」（なかよしランド）

（毎月第 3 木曜日）、「英語であそぼ」（4・8 月以外の第 3 日曜日）、「健康づくり教室」（毎月原則第 4 木曜日）、 

百歳体操（毎週火曜日）、折り紙教室（毎月第 3 土曜日）があります。 

 3月の増位地区各種事業のご案内  
社協増位支部“ふれあい給食” 

☆3 月のふれあい給食は、6 日（月）です。 

※給食は、午前 11 時半までに登録者宅へお届

けします。100 円と引き換えにお受け取りく

ださい。 

白国公会堂「百歳体操」 

主催：白国老人クラブ 

指導：松岡会長 

日時：毎週木曜日 

午前 10 時～       

社協増位支部“ふれあいサロン” 

囲碁ボールサロン  3 月 3 日（金）     白国公会堂 

いきいきサロン   3 月 16 日（木）    白国公会堂 

花北・野里     3 月 17 日（金）    野里ﾏﾝｼｮﾝ集会室 

白国サロン     3 月２7 日（月）    白国公会堂 

※時間は、いずれも午前１０時～１１時３０分 

数量に限りがありますので、無くなり次第終了します。 

※校区外の方は、参加をご遠慮ください。 

★令和 5年度 社協増位支部「ふれあい給食」について★ 

   令和 5 年度も配食サービスを継続することになりました。対象は、満 65 歳以上の 

一人暮らしの方及び満 75 歳以上の高齢者世帯の方です。 

※ご希望の方は、担当の民生委員にご相談ください。 


