
日＝日時　場＝会場　内＝内容　人＝対象・定員　￥＝参加費（記載のないものは無料）　持＝持ちもの　申＝申し込み　問＝問い合わせ

団体名 開催日時
裏千家ふきのとう　持  白いソックス　
￥  各回　300円　 人 ３人 申  ３月５日までに佐藤

（夜間のみ）（☎080-1071-3407）
３月６・20日 10：00 ～ 11：45

中地区地域楽（地域の学習） ３月13・27日 19：00 ～ 21：00
食育の会（調理実習）
持  エプロン、三角巾、筆記用具　￥  500円
申  ２月28日までに渡邉（☎025-274-3198）

３月13日  ９：00 ～ 12：00

肴の会（男性料理教室）持  エプロン、三角巾
人 ２人　申  ３月25日までに坂井

（☎090-6452-9353）
３月27日  ９：30 ～ 12：00

木曜日
ヨガクラブなでしこ　持  バスタオル、タオル ３月７・14日 13：15 ～ 14：45
ウクレレ遊　
申  ２月28日までに高桑（☎025-275-8972） ３月７・21日  ９：20 ～ 12：00

東区吟詠会（詩吟神風流）
持  筆記用具、録音機（なくても可） ３月７・14日 13：00 ～ 16：00

清遊会（囲碁） ３月７・21日 13：00 ～ 17：00
睦会（カラオケ）
持  自分の歌いたい曲のテープまたはCD ３月14・28日 19：00 ～ 21：00

あじさいの会（茶道江戸千家）
申  矢川（☎025-273-0583） ３月14・28日 10：00 ～ 12：00

金曜日
手話サークルつづみ草 ３月１・８日 10：00 ～ 12：00
楽唱会（カラオケ） ３月１・15日 10：00 ～ 12：00
中地区健幸麻雀クラブ ３月１・15日 13：00 ～ 16：00
山清会（書道）　持  書道道具（なくても可）
申  亀山（☎025-275-3775） ３月８・22日 10：00 ～ 12：00

中地区３Ｂ（健康体操）　持  飲み物、タオル ３月８・22日 13：30 ～ 15：00
土曜日

コーロ・ヴィーチェ（混声合唱） ３月２・16日 19：00 ～ 21：00
東区将棋同好会 ３月９・23日 13：00 ～ 17：00

日曜日
社交ダンスゴールドライン
持  ダンスシューズ
申  ２月28日までに小柳（☎025-261-5000）

３月17・24日 10：00 ～ 11：30

中地区公民館へ行ってみよう！

団体名 開催日時
月曜日

琴山会Ⅰ期（大正琴）
申  ３月３日までに佐野（☎025-274-7782） ３月４日 13：00 ～ 15：00

いっか手芸部
￥  各回　1,000円
内  ハーバリウムのボールペン作り

３月18日 10：00 ～ 12：00 
14：00 ～ 16：00

木彫の会鳩車
持  彫刻刀（なくても可）
申  ２月28日までに千葉（☎025-270-7544）

３月11日 13：30 ～ 16：00

ミュージック・アラカルト（楽器演奏）
申  安原（☎090-4392-9792） ３月25日 11：00 ～ 12：00

火曜日
忘れな草の会（昔語り） ３月５日 13：00 ～ 15：00
はなかいどう親子サークル
持  飲み物、タオル ３月５・12日 10：30 ～ 12：00

レクダンスオリーブ　持  室内履き ３月５・19日 10：00 ～ 12：00
もめんの会　持  裁縫道具 ３月５・19日 10：00 ～ 12：00
パレット彩（絵画） ３月５・19日 13：30 ～ 15：30
桜会（カラオケ）
申  ３月11日までに森谷（☎025-274-8467） ３月12日 13：00 ～ 15：00

水曜日
サークルABC（中級英語） ３月６・13日 13：00 ～ 15：00
シルバー体操クラブ　持  室内履き、タオル ３月６・13日 10：00 ～ 11：30
ヨーガ同好会　持  バスタオル ３月６・13日 13：30 ～ 15：00
高砂カラオケ会 ３月６・20日  ９：45 ～ 11：45

※申の記載がないものは当日直接同館へ　問同館（☎025-250-2910）

　３月にサークル体験学習会を開催します。
　春から新しいことをはじめてみませんか。

中地区公民館（☎025-250-2910）
開館時間　 午前９時～午後９時30分（日・祝日は午後５時30分まで）
休館日　　毎月第２日曜日

石山地区公民館（☎025-250-2930）
開館時間　 午前９時～午後９時30分（日・祝日は午後５時30分まで）
休館日　　毎月第４日曜日

木戸公民館（☎025-271-4722）
開館時間　 午前９時～午後９時30分（日曜日は午後５時30分まで）
休館日　　祝日（日曜が祝日の場合はその翌日）

ユースセミナー　（中地区公民館）
　20 ～ 30代の人を
対象に、体験を交えな
がら地域で働く人から
お話を聞くセミナー。
昨年11月の開催では、
東区にある有限会社阿
部仏壇製作所から新潟
の魅力や製造業につい
てお話を聞き、木の
ポケットティッシュ
ボックス作りに挑戦し
ました。

きらきら☆チャレンジ（中地区公民館）
　工作やスポーツを
楽しめる催しです。
昨年12月は、小学生
の子どもたちがお正
月を迎える寄せ植え
と飾り作りを行いま
した。講師に教えて
もらいながら花の向
きや配置を考え、とっ
ても素敵な飾りがで
き上がりました♪

ご近所だんぎ（石山地区公民館）
　毎月第４月曜日
(12月、祝日を除く）
に、毎回違うテーマ
で学び、参加者どう
しで話し合う交流の
場です。お茶などを
飲みながらおしゃべ
りして、ご近所の人
と顔見知りになりま
せんか。

子育てサロン
　各公民館には親子が交
流できるサロンがありま
す。就学前の子どもが体
を動かして遊ぶことがで
き、保護者の皆さんの情
報交換や仲間づくりの場
になっています。

　何か新しいことを始めてみたい、家から出て新しい出会いを見つけたい、そんな
ときは公民館に出かけてみませんか。あなたに合った活動がきっと見つかりますよ！

新しい出会い・気づき・学びを探しに

じっくり
取り組みます

上手に
できたかな？

皆で演奏を
聴きました

のびのび
遊べます！

①ひだまり 日  毎週木曜日午前10時～正午　場  中地区公民館

②ともだちひろば 日   毎月第１週を除く水曜日午前10時～ 11時45分
  場  大形まちづくりセンター
③いちごランド 日  毎月第１・３月曜日午前10時～ 11時30分　場  石山地区公民館

④りんごランド 日  毎月第３金曜日午前10時～ 11時30分　場  石山地区公民館

⑤木戸っこくらぶ 日  毎月第４金曜日午前10時～ 11時30分　場  木戸公民館

公民館へ行ってみよう

　このほかにもいろいろなサークル活動などが行われており、毎日にぎわっています。フリースペースなど自由に出入りできる場所もありますので、どなたでもお気軽に
ご利用ください。公民館主催の催しは区役所だより３面にも掲載しています。

問 ①・②は中地区公民館、③～⑤は石山地区公民館へ
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