
裾野市市民活動センター

やつてるよん通信 No.14

8月 は休刊のため、次回は9月 25日 頃からの回覧です

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 :9月 2日 (金)13:30γ 15:00

10月 7日 (金)13:30～ 15100
会場 :裾野市民文化センター 会議室31

問合せ:090-1984-9977(事務局杉山)

☆参カロは無料 0予約も不要です。

甲冑武具の展示と、裾野市内で行われた

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の撮影風景の
パネル展示を行います。(入場無料)

日日寺:8月 12日 (金)～ :5日 (月 )

10時～16時 (最終日は15時まで)

会場 :葛 山地区集会所 (仙年寺駐車場横)

※中学生以下のお子様には、お楽しみ抽選
会があります !

問合せ :葛 山城址保存会

080-1625-3171(長谷り||)

☆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百―pon。 7@lofmCiloCo.jp(長 沢)

主催:裾野市介護家族の会

戦国武将 甲冑武具展示会 太極拳教室

2022年 7月 発行 日覧

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。

文明寺 写経会 温和会

開催日時…毎月第 |(全)10時
～

同時40分
開催場所…裾野市深良2482(宗 )文明寺
間い合わせ。̈055-992-0780

※無料で開催しています。

当教室は20年、25年と長く続いている方も

多く、皆さん口を揃えて太極拳をやって健康
で良かったと言います。練習は3クラスに分
けて3人の講師が親切丁寧に指導していま

すので初`む者の方も安だして始められます。
一度見学にいらして下さい。

裾野市民体育館

水曜 :3:30～ :5:00
静岡県中国武術協会
979-4466
問い合わせ :渡辺 992-2626
不在時は留守電ヘ
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から写経、′むを静かにして自分
と向き合う時間を持ちませんか?
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お話をしています
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お問合せ&お 申込み先
由ロライフサービス (株)環境事業部 裾野市宮沢94番地

下EL;055-993-7728メール:lokooki―†@mfi.biglobe.ne.jp

《元記者の落書きメモ‐Page,4

季節は夏本番を迎え、「沼津夏まつり」など新型コ

ロナウィルスの影響で中■が続いていた催 しが 再

開されるニュースを耳にする機会も増えてきました。

裾野市夏まつりや花火大会の

再開は未だ難しそうですが、 身

近な飲食店や観光地でも、活気

が戻りつつあるようです。  :
その一方で、4回 目のワクチン

接種に向けた取り組みも進んで

います。まだまだ油断できないと

いうことなのて
゛
しょう。元裾野ジャニ 者・野本 和明

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.14

古紙回収で子ども達に帽子を 『 2022はなつあそぶ』花展

裾野明社協では、46年前から市内新小学
一年生に黄色い帽子を贈呈しています。帽

子の購入にはt市 民からのご寄付や古紙回

収での収益金の一部を充てています。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、パンフレット等、表
面に光沢のある古紙や牛乳パック)

※5Kqごとに紙紐で縛ってお持ち下さい

明るい社会づくりi~■動 992-2406

し3、れあい子島 カレー食堂 ボランティアさん大募集 !

いけばな小原流沼津支部では裾野 0長泉

地区の会員を対象に花展を行います

小学生のかわいらしいお花から上級者の

見応えのある作品まで様 _々なお花が展示
されます.

お気軽にお出かけください (入場無料 )

裾野市生涯学習センター

9月 17日 (上)13:00～ 17:00
9月 18.日 (日 )9:30～ 16:00
いけばな小原流沼津支部

090-7699-5601

所
時

場

日

主 催
問合せ

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)

15:30～ 16:30・…遊び・学習
16:30～ 17:30・・・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

問合せ:090-785873376

ラフターヨガてリラックス!

コロナ禍で疲れた′むと身体をリラックス・リフレ`ッシュし
てみませんか?むずかしいホ―゚ス

゛
はいりませ

んb呼吸に意識を向けるだけで大丈夫です !

①幸せ笑いヨガ教室 :8/71B)、 8/270
10.:00～ ||:10市民文化センター

②ナイトラフターヨガ:8/10、 8/24、 9/14、

9/28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09015607-3236ま で

③笑って笑つて脳リフレッシュ講座:8/11困 t

9/81bl1 0:00～ ||:00生涯学習センター

※③の申し込みは生涯学習センターまで

子ども食堂では、ボランテイアを募集して

います!学習支援なども行つていますので、学

生さんも大歓迎です !

開催 :左の欄のとおりですb

時間:13:00～ 17:00(会食日は18F30)

(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 :清潔で動きやすい月長装。エプロン、
マスク、バンダナ等着用。

F・5合せ:090二7858-3376

へいわについて考えよう

第五福竜丸を題材にした紙芝居「ばらの祈

り」の作者を招いての読み聞かせとフリー

トーク(鈴木図書館と、図書館ボランテイアき
いろいつばさが開催する「あいとべいわ展」
のイベントです)

日時 :8月 20日 l■l13時 30分～15時

場所 :鈴木図書館2階展示室

定員:20名 程度 (要予約。8/2よ り受付)

問合せ :裾野市立鈴木図書館

055-992-2342
※開館時間:9時～17時 (木・金は19時 )

※詳しくは図書館HPを ご覧ください。 ・

発行 :裾野市市民活動センター 深良435生涯学習センター!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:scen† er@mochittё ro.j


