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 三咲公民館では本年度次のような催しものを予定しています。 

 詳しい内容及び参加方法等は公民館におたずねください。  

事   業   名 対 象 期   間 主 な 内 容 

ハッピーサタデー事業            青少年 
原則毎月 

第 3土曜 
工作・プログラミング他 

夏休み 

こども応援プロジェクト 
青少年 

7/23,30(土) 

8/4(木),5(金) 

8/17(水) 

読書感想文教室 

俳句教室 

環境科学教室 

こどもまつり 青少年 
2/12(日) 

実施未定 
ゲームコーナー・工作遊び等 

オンライン環境講座 成人 6/23(木) 地球温暖化に関する学習 

参道狛犬ものがたり２ 成人 未定 狛犬の歴史 

三咲子育て応援セミナー 成人 5/12(木),6/4(土),1/21(土) 家庭教育に関する学習 

呼吸と発声による健康 

向上の集い＜全 6回＞ 
成人 

10/23,11/20,12/25, 

1/22,2/26,3/26各(日) 
体幹と表情筋を使った発声、嚥下機能向上 

着物のリメイク講座 成人 6/30,7/14各(木) 着物をバッグにリメイク  

三咲地区ピンポンを 

楽しむ集い 
成人 11月 地域住民親睦交流の卓球大会 

はじめてのスマホ体験 成人 
6/10,17各(金) 

全 2回 
スマートフォン体験  

防災講座「災害に備える」 成人 10月～11月 災害に備えるための知識と対策方法 

三咲寿大学 高齢者 
5/25～2/22 全 9回 

原則第 4水曜 
高齢者の生きがいや健康についての学習 

介護予防教室 

介護予防の基礎知識 
高齢者 10～11月 

運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善、

認知症予防のプログラム 

三咲公民館文化祭 その他 
10/8(土)～9(日) 

実施未定 
作品展示、演奏・演技の発表等 

Winter Concert in 

MISAKI 
その他 12月 コンサート 

三咲地区地域ふれあい 

コンサート 
その他 2～3月予定 コンサート 

卓球開放 その他 原則毎週金曜 卓球台開放 

図書コーナー運営 その他 
原則毎週 

水曜・日曜 
図書の貸し出し 

※事業の日程・内容については、変更、中止となる場合があります。 
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 新型コロナウイルスの感染者数もようやく減少に向かっており、少し明るい兆しが見えてきました。ただ、コ

ロナ禍の状況があまりにも長くつづいていることもあり、外出することや人と接する機会、からだを動かす機

会が少なくなっている方も多いと思います。 

 公民館では、コロナウイルス感染症防止対策を取りながら様々な事業を企画し、実施しています。また、

サークルもコロナ対策を取りながら活動をしています。 

 年度も改まり何かを始めるにはよい時期です。お気軽に公民館の講座やサークル活動にご参加いただ

き、リフレッシュしてみませんか。皆様の参加を心よりお待ちしております。 

主催事業のお知らせ 

オンライン環境講座～地球温暖化と SDGs～ 

最近よく耳にする SDGs ってなんだろう？地球温暖化とどう関係するのかな？ 

会議用アプリ Zoomを使って、自宅で学べます！ 

日 時 ： 6月 23日(木)午前 10時～11時 

講 師 ： アースドクターふなばし 

対 象 ： 成人 定員：30名（定員に達し次第受付を終了いたします） 

準 備 ： お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレットなどに会議用アプリ Zoom をインストール

し、当日までに接続できるようにしておいてください。 

申 込 ： 6月 1日(水)から下記メールにて受付 

Toshimi.abe@nifty.com（アースドクターふなばし事務局 阿部 利美 氏） 

 

 
着物リメイク講座 

着物をリメイクしてバッグを作ります。 

タンスに眠っている着物をお持ちの方、素敵なバッグにリメイクしてみませんか？ 

日 時 ： 6月 30日(木)、7月 14日(木)午前 9時 30分～12時（どちらかをお選びください） 

講 師 ： 金子 葉子 氏 

対 象 ： 成人 定員：各 6名（定員に達し次第受付を終了いたします） 

持ち物 ： 着物、裁縫道具 

申 込 ： 6月 1日(水)から三咲公民館窓口および電話にて受付 

        電話：047-448-3291 

 

 

6 月 1 日から受付開始の事業をご紹介します。ご質問など、お気軽に三咲公民館へお問い合わせ

ください！お申し込みをお待ちしております！ 
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公民館事業報告 

公民館職員紹介 

 

人事異動により、4月 1日より新しいメンバーが 

加わりました。よろしくお願いいたします。 

 

館長  伊藤悟    主査  海老根明子 

受付  定地祐子・江馬三智江・佐藤睦美 

事業  長岡徳子 

当直代行  木谷賢治 

久下武男 

中山ほくと 

図書コーナーに新しい本が入りました 

◆硝子の塔の殺人/知念実希人 

◆テスカトリポカ/佐藤究 

◆星落ちて、なお/沢田瞳子 

◆貝に続く場所にて/石沢麻依 

◆彼岸花が咲く島/李琴峰 

◆塞王の楯/今村翔吾 

◆元彼の遺言状/新川帆立 

◆北緯 43度のコールドケース/伏尾美紀 

   ほか多数 

貸出日：毎週 水・日曜日（休館日を除く） 

１４：００～１６：００ １人２冊まで 

※初めての方は、住所が確認できるものをお持ちください。

返却は公民館窓口でできます。 

（3月） 

座よさこい健康講座  5月 14 日、21日、28 日（土） 

 

  「鳴子を持てば誰でも踊り子！」をコンセプトに、老若男女誰でも参加でき、座ったまま踊れる“座

よさこい”の講座を行いました。 

 よさこいは高知県発祥の鳴子を持って行う踊りで、札幌の「よさこいソーラン」祭りの成功をきっか

けに全国に広がった踊りとのこと。この“座よさこい”も、鳴子を持って座って踊りますが、まずは鳴子

を持たずにストレッチで体をほぐしました。また、手を使って脳トレにもなる動作で脳みそもリフレッシ

ュ！ 笑いヨガも取り入れて、もりだくさんな健康体操で体がスッキリしました。 

 しっかり体をほぐしたら、鳴子を持って「幸せなら手を叩こう」など誰でも知っている曲と、かっこい

い座よさこいオリジナルの曲で楽しく踊りました。 

 参加者の方から「楽しかった！」との言葉もあり、みなさん笑顔でお帰りになったのが印象的でし

た。 

花壇にある 

「ルナリア」 

小判状の種

ができます。 
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◆赤ちゃんサロン＜事前申込制 定員 10 組＞ 
【対象】 ０歳の子と保護者 

【内容】 ふれあいあそび・身体測定 など 

【日時】 6/8・7/13・9/7・10/5・11/16・12/7・1/18・2/15・3/15（各水曜日） 

10:30～11:00 

 

◆ぴよぴよパーク＜事前申込制 定員 20 組＞ 
【対象】 1・2 歳の子と保護者 

【内容】 ふれあいあそび・運動あそび・制作・読み聞かせ など 

【日時】 6/9・7/7・9/15・10/13・11/10・12/8・1/12・2/9・3/9（各木曜日） 

     10:30～11:00 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定されている事業は中止、変更となる場合があります。 

※このほかにも、楽しいイベントや事業、『うきうきシリーズ』等があります。 

お問合せは、三咲児童ホーム☎047-448-2397 まで 

児童ホーム職員紹介 

園長 尾崎照美  本間国彦   泉三重子   後藤綾   諏佐祥江    

田中ちひろ  眞鍋千恵  吉山久美子    

             

●児童ホーム開催事業 

●公民館と児童ホームの共催事業 

◆英語であそぼう＜事前申込制 定員 20 組＞ 

 【内容】幼児向け英語教室 

 【対象】１歳以上の子と保護者  

 【日時】6/22(水)・9/29(木)・11/30(水)  

1/25(水) 10:30～11:00 

◆助産師さんのベビーマッサージ＜事前申込制 定員 10 組＞ 

 【内容】親子スキンシップ ※個別相談もできます 

【対象】8 か月までの子と保護者  

 【日時】9/14・2/8(各水曜日) 10:30～11:10 

◆パンダぐみ＜登録制 定員 20 組＞ 

 【対象】 2020 年 4 月 1 日以前に生まれた子と保護者 

 【内容】 ふれあいあそび・運動あそび・制作・読み聞かせ など 

 【日時】 6/17・7/8・9/16・10/14・11/18・12/9・1/20・2/17・3/17（各金曜日） 

      10:30～11:10 

新しい情報はホームページでも確認できます！ 

ぜひご覧ください。 
 

三咲公民館ホームページ 
 https://city.funabashi.lg.jp/shisetsu/toshokankominkan/ 

0002/0017/0001/p011036.html 


