
裾野市市民活動センター

やつてるよ～通信 No。 8

認知症を語る会

認矢口症の方を介護している仲間と本音で

語り合える場所です。

日時 :2月 4日 (金)13:30～ 15:00
会場 :裾野市民文化センター 会議室31

問合せ:090-1984-9977(事務局杉山)

☆参カロは無料・予約も不要です。

☆オンライン(zoom)での参カロ希望者は

1週間前までに下記ヘメールにてお申し

込みください。
boパーponi7@hofmoil.co.jp(長 沢)

主催:裾野市介護家族の会

アフリカの人々にとって、毛布は日々の生活に

欠かせない必需品です。絨毯にも、傘にも、

日除けにも、コートにも、産着にもなる毛布を

アフリカヘ送りましょう!

●送れる毛布 シングルサイズ以上で、アクリ
ル、ポリエルテル、シルク、マイクロフアイバー、

ウールの毛布。×破れや穴があるもの、綿毛

布は送れません。
※洗濯してお持ち下さい。
●回収日時 1́月 ～3月 の第2土曜日、

朝9時～10時に市役所駐車場にて。

明るい社会づくり運動 992二 2406

2022年 1月 発行 回覧

注意 :掲載されている団体について、市民活動セン

ターが公証を与えるものではありません。掲載内容

についてのお問合せは、直接団体へお願いします。

ラフターヨガでリラックス !

●幸せ笑いヨガ教室 :1月 15日 0、 1月 30日

(日)市民文化センター 10:00～ ||:00
●リランヽクス・ナイトラフターヨガ :

毎月第2、 4水曜日 生涯学習センター

19:00～20:10             ・

※以上、詳しくは事務局 (090,5o07-
3236)まで。

以下申し込みは生涯学習センターまで

●笑って笑って脳リフレッシュ講座 :毎月第

4火曜日 10:00～ ||:00
●タッピングタッチ (セルフタッピング体験講座)

:12月 26日 (日 )、  1月 23日 (日 )、 2月 27日 (日 )

アフリカヘ毛布を送る運動 古紙回収で子ども達に帽子を

裾野明社協では、45年前から市内新小学
二年生に黄色い帽子を贈呈しています。帽

子の購入には、市民からのご寄付や古紙回

収での収益金を充てています。子ども達の

安全のため、また環境の保全のために、リサ

イクル運動にご協力ください。

●日時 毎月第2土曜日9時～10時 市役

所Pで (雨 天決行)●回収する古紙 上質

古紙 (チラシや力タログ等、表面に光沢のあ

る古紙や牛乳パ ンヽク)

※5Kqごとに紙紐で縛ちてお持ち下さい

明るい社会づくり運動 992-2406
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《元記者の落書きメモ・Pcge 8》

2022年もよろしくお願いいたします。1月 も半ばを

過ぎ、お正月気分も薄れた頃でしようか?
1月 は、消防出初式と新成人祝賀駅伝が主な恒例

行事でしたが、今年も新型コロナの影響で出初式

は一般公開なし、駅伝は中止に…・。

駅伝は、子供からシルバー世代まてl

多くの市民チームが新成人の門出      多

祝い、市内全地区を疾走する素敵な

行事。コース縮小の危機も市民の声

で守った歴史もあり、来年こそは無事

な再開を祈ります。 元裾野ジャー

匝≡巨l .「燃えないゴミでお困りの方」
家庭用定額不麟物星で蜃
回収区域 :西 。東。深良・富岡地区 (須山地区は要相談)

讐 認配」l鑑ゑ6舗m×九め
遷誓二重要

帥詢 糾,900Ⅲ 〃蝦 -27月 0
利用者特典:新聞・雑誌・段ボー′L等 無料口IR

お問合せ&お 申込み先

田 ロライフ,一 ビス (株)環境 事 業部 裾野市富沢94番地

下EL:055-9C73-7728メ ー
lレ :lokoα ki― t@m11.biglobe.ne.jp

住友理工 (株)富士裾野製作所より無償提供の再生紙使用。雑紙として処分して下さい。再リサイクル



裾野市市民活動センター やつてるよ～通信 No.8

しも、れあい子どもカレー食堂 ボランティアさん大募集 !

子ども達と地域の皆さんとの居場所作りの

場です。コロナ感染症防止のため食事会は

中止ですが、手作リカレー等を手渡ししてい

ます。今回は30分早くなり16:00開始です !

開催 :茶畑団地集会所 毎月第2土曜日
:平松公民館   毎月第4土.曜 日

時間(両 会場とも)

15:00～ 16:00… 自由タイム

16:00～ 16:30… お弁当渡し

会費 :子 ども 100円 大人 200周
対象 :裾野市東地区の子どもと高齢者

F・5合せ:090-7858-3376

葛山城址保存会では、葛山城や葛山氏に
ついて学し3ミ勉強会を開催しています。地域
の歴史を一緒に学んでみませんか?
第2回講座【葛山氏栄幸から滅亡①

鎌倉時代の葛山氏】
日時:2月 5日 lILl午後 1時 3o分～3時
会場 :葛 山地区集会所
対象:市内在住者 (先着 15名程度)

申主と:1月 25日 O●までに 080-1625-
i  3171(長谷川)までご連絡下さい。

新型コロナウイルス感染症の状況により

延期になる場合があります。

市民まちづくり講座 開催のお知らせ

「こんな時だからこそ、

市民活動の出番でっせ !」

日時 :2月 5日 (上)10:00～ 12:00

81儒:醐ξ肥靱
裾野市に在住。通勤 0通学の方優先

子どもカレー食堂では、ボランティアを募集
しています!学習支援なども行っていますの

で、学生さんも大歓迎です!

開催:左の欄のとおりです。
時間:13:00～ 17:00(会食日は18:30)

(都合のつく時間だけでもOK)
内容 :自 由タイムの学習支援、ゲームや

外遊びの相手のほか、会場準備、

受け付け、買物等。

服装 :清潔で動きやすい服装。エプロン、
マスクtバンダナ着用。

問合せ:090-7858-3376

「やってるよ～通信」では、ボランティアや市

民活動団体が実施するイベント、活動情報、

仲間募集などを無料で掲載できます。
・毎月 1回、市内全区にて回覧
・申込み期限は毎月25日 (受付順 )

※他に掲載要件あり。お問合せ下さい。

掲載ご希望の方は、市民活動センタ=ま
で

電話かメールでご連絡ください。掲載に関す

る書類『掲載申込書 (Word)』『情報掲載

チェックシァト(Word)』 をお送りしますので、

必要事項を入力し、メールにて提出してくだ

さい。情報をお待ちしております !

※オジライン(Zoom)は初めて!と いう方は

事前に市民活動センタずにお問合せ下さい。

葛山城勉強会 参カロ者募集 市民活動センタニからのお知らせ①

市民活動センタ■からのお知らせ② 市民活動センターからのお知らせ③

「オンラインで出前講座～裾野市の選挙t」

裾野市の「生涯学習まちづくり出前講座」

事業を活用したオンライン講座を開催します。

市役所の行政課職員が講師となりt裾野市
の選挙について説明して下さいます。

日時 :2月 26日 (土 )10:00～ 12:00

参カロ費:無料 お気軽にご参カロください。

講師 :早瀬昇さん

(福 )大阪ボランティア協会理事長

申込 :右上のQRコード、または市民活動セ

ンターの電話かメールにてお申込ください。

定員:20名 ～30名程度

申込 :右のQRコードより →

(2月 25日 締切 )

発行 :裾野市市民活動センター 深良435生涯学習センター1階 日祝・月曜定休、他スタッフ不在時あり

丁el:055(950)8875(不在時留守電対応)E― moil:scenler@mochiteroJ


