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やつてるよ
～
通信 No.12

認知症を語る会

認知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 :7月 1日 (金 )13:30～ 15:00
9月 2日 (金)13:30～ 15100

会場 :裾野市民文化センター 会議室31

問合せ:090-1984-0977(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■ルにてお申し

裾野市日中友好協会では、新年度の講座を

開講致します。二胡の美しい音色をt皆様で

奏でてみませんか?

●開講日時 :今和4年6月 より

第 |。 第3.火曜日 14100～ 15:30
●会場 :裾野市生涯学習センター

●お問合せ:099=9921-3541中 野久美

●二胡入門講座代表 大島茂

中野久美●二胡講師

込みください。

bc百―poO.7@hottmoil.co.jp(長沢)

主催 :裾野市介護家族の会 問合せ :o90-7699-5601(太 田)

日中友好協会二胡入門講座 ラフターヨガでリラックス !

2022年 5月 発イ子  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。

いけばなひまわり教室

いけばなひまわり教室は文化庁の伝統文化

親子教室の委託事業です

守Ⅲ参カロ者募集中***

月 |～ 2回 土曜 日

10時γ ll時 30分
裾野市生涯学習センター

|,000円 /回 (花材費として)

小学生 (|～ 6年生)

コロナ禍で疲れただと身体を、リラックス・

り
・
フレッシュしてみませんか?

①幸せ笑いヨガ教室:6/111■l10:00～
||:10市民文化センタニ

②ナイトラフタTヨガ:6/st 6/22第 2、 4水

曜日19:00～ 20:00生涯学習センター

※①②の詳細は事務局090-5607二3236まで

③笑うて笑って脳リフレッシュ講座 :6/91bl

lo:oO～ ||:oO生涯学習センター・

④タッピングタッチ基礎講座 6/19個)9:30
～||:30市民文化センター

※③④の申し込みは生涯学習センターまで
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《元記者の落書きメモ・Pagei2)・

須山の富士山資料館が、3月 末に体館になりまし

た。取材で何度もお世話になり、さみしいです
`日本一の山になるまでの成り立ちや歴史、動植物

地域文化の変遷などに関する多くの貴重な資料を

保有し、常設展や様 な々企画展を通して私たちに学

敦靴
市1)の場としては存続とのことで
すが、観光やより身近な学びの

場としての在り方を改めて考

えたいものです。  元裾野ジヤーナル記者・野木

巨≡≡∃ 「燃えないゴミでお困りの方」
家庭用定額不燃物星ζ現ず回収 .

回収区域 :西 。東・深良。富岡地区 (須 山地区は要相談)

讐  illttl冒∫111鷺f1366mm× 39:mm)

愧    (前
払)¥4,009税込 /1回 収 (卜 2ヶ 月毎)、

利用者特典:新聞・雑誌・段ボー′L等 無料回収

お問合せ&お 申込み先
田ロライフサービス (株)環境事業部 裾野市富沢94番地

下EL:055-C7C73-7728メ Jレ :|。 kooki― t@mォ i.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



裾野市市民活動センター やつてるよ～通信 No,12

しも、れあい子どもカレニ食堂 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。時間は変動することがあります。

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円
対象 :裾野市東地区の子どもと高齢者

間〈等モト:090-7858-3376

オンライン講座「地域づくりのあれこれ
～なぜ地域づくりなのか～」

裾野市役所コミュニティ課職員を講師に迎
え、まちづくりについて分かりやすく説明して

もらいます。お気軽にご参カロください。

日時 :6月 18日 (土)10:00～ 12:00

参カロ費:無料
定員:20名 ～30名程度

申込 :右のQRコ ードより

(6月 16日 締切)

※オンライン(Zoom)は初めて!と いう方は

事前に市民活動センターにお問合せ下さい。

やちてるよ～通信 今年度の発行予定

「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、25日 頃より市内全区にて回覧

(8月 、1月 は休刊)

◆申込み期限は毎月25日 (受付順)

※他に掲載要件あり。
掲載ご希望の方は、市民活動センターまで

電話かメールでご連絡ください。掲載に関す
る書類 (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!

子ども食堂では、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、会場準備、受け付け、

買物、パソコン操作等。

服装 :清潔で動きやすい服装。エプロン、
マスク、バンダナ等着用。

F・l合せ:090-7858-3376

市民活動センター内の「市民活動文庫」で、

市民活動やまちづくりに関する本の貸出を

行っています。どなたでも自由に読んだり借

りたりできますので、お気軽にご利用下さい。

[本の紹介]ニー‐――――――――――――一――

〇富士山自然シリーズ |～ 9

(富 士山のスミレ0茅 はらの花
・五合 目の花。火山荒原の花
・富士山麓の野鳥 など)

富士山自然誌研究会

○知っておきたいNPOの こと|～4
日本NPOセ ンター

市民活動センターからのお知らせ① 市民活動センターからのお知らせ②

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:scentter@machi† erooj


