
裾野市市民活動センター

やつてるよ～通信 No.16

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:|1月 4日 (金)13:30～ 15:00

12月 2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 0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百―pon.7@hofmailoco.jp(長 沢)

主催 :裾野市介護家族の会

20224ユ 10月 発イテ  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。

太極拳教室

裾野市武術太極拳連盟では、毎週太極拳の

練習をしています。ゆっくιりとした動作で筋肉
を鍛え健康増進に役立ちます。日本武術太極

拳連盟公認指導員の先生方が指導しますの

で、初だ者でも安′むして学習できます。あなた

も始めてみませんか?
0)間い合わせ :055-993-8322 虎尾恭子

●各教室

①裾野市民体育館 火曜日19:00～ 20:30

②千福が丘白治会館木曜日13:30～ 15:00

③千福が丘白治会館木曜日19:00～ 20:30

④生涯学習センター 金曜日10:00～ H:30

介護中の男性のL.Lさ ん!本音で介護の話を
しませんか?医療・介護・福祉の専門職も

参カロしています。
日時 :|1月 19日 (土う 13:30～ 15:30
会場 :福祉保健会館2階老人福祉センター

申込み:090-1984-9977(事 務局杉山)

☆2日 前までにお申し込みください

☆オンライン(zoom)でも参カロ可。
希望者は1週間前までに

,bori― pon。 7@hotmo‖。co.jpヘ
メールでぉ申し込みください。

主催 :裾野市介護家族の会

裾野市 日中、体験講座ご案内 第31回 男性介護者交流会

●二胡体験講座 麗しい二胡の音色を体験
>日 程:|1月 19・ 23日 14:00-15:30
>場所 :裾野市生涯学習センター

ト問合せ先 :大島茂(090-1781-4185)
●中国語体験講座 世界母語人口第 1位

>日 程:|1月 12019日 (土 )午前中
>場所 :裾野市生涯学習センター

ト問合せ先 :清藤英樹(055-997-3967)
●太極拳体験講座 気軽な生涯スポーツ

ト日程:|1月 15・ 22日 (火)19:00～
>場所 :裾野市民体育館 多目的ホール

ト問合せ先 :北嶋恭子(055-992-5668)

（
嘔
熙
コ
釈
ヤ
ぐ
肛
）
。３
や
卜
や
ぐ
肛
鶏
ν
罰
―
は
ハ
や
総
要
区
裾

イ
一黒
維
Ю
■
駆
塁
価
哩

一蝶
謙
騨
理
将ヽ
璽

□    「燃えないゴミでお困りの方」

家庭田定額不燃物婁蜃 口4R
回収区域 :西 。東・深良・富岡地区 (須山地区は要相談)
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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

TEL:055-993-7728メ ール:十 okooki―十@mli.b191obe.ne.」 p

元記者の落書きメモ・Page16》

22日 から、「市民芸術祭」が始まっていますね。

第 1部の書道や生け花、詩歌、音楽祭などに参カロさ

れた方も多いかと思います。 第2部は27日 から絵

画展や工芸作品展、お茶会など、29。 30日 は芸能

祭も予定されています。

市民の皆さんの多彩な文化活動の

発表の場で、毎年楽し<取材させてい

ただきました。新たな趣味をもつきっ

かけや世代を超えた交流の機会でも

あります。身近な「芸術の秋」に触れ

てみませんか? 元裾野ジヤーナル記者
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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.16

葛山城勉強会 参カロ者募集 市民ハイキングのご案内

【地域の歴史を知るきっかけにしませんか】

第5回勉強会 「葛山氏と仙年寺」

講師 :仙年寺住職 入山信也氏
日時:12月 10日 l■l

午後 1時 30分～午後3時頃
会場 :葛 山地区集会所 (仙年寺駐車場横)

対象 :市内在住者 (先着25名 程度)

申込 :日 月20日 lB)ま でに

080-1625-3171(長谷り||)ま で

ご連絡下さい。

子ども達と地域のL.L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

時間(両 会場とも)

毎月第4土曜日

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:090-7858-3376

ラフターヨガで1リ ラックス!

コロナ禍で疲れた′ミと身体をリラ・ンクス・リフレ`ツシユし
てみませんか?おずかしいホ―゚ス

゛
はいりませ

ん。呼吸に意識を向けるだけで大丈夫です!

①幸せ笑t hiヨ ガ教室 :|1/1 21ELl、 日/20(日 )

10:00～ |に 10中丸公民館

②ナイトラフターヨガ:|1/217Kl、 日/1 617Kl、

日/3017m19:oo～ 20:00東地区コミセン
※①②の詳細は事務局090-5607-3236ま
③笑って笑って脳リフレッシュ講座:|1/1

10:00～ ||: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

箱根外輪山で開催いたします。箱根の紅葉
を楽しみましょう!

日時 :同 月13日 (日 )雨天中止

参カロ資格 :4時間程度歩ける健康な方

申込 :電話かメールにてお申込みください
コース:湖尻峠駐車場集合8:00

同発8:30～三国峠～山伏峠 (昼食 )

～二国峠～湖尻峠 14:30到 着解散

主催 :裾野市山岳協会

問合せ :裾野市山岳協会事務局 平井隆え

TEL:090-1436-3384
メール :十okOyuki爾 @gmoil.co m

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めで、・

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・5合せ:090-7858-3376

やってるよ～通信 今年度の発行予定

「やってるよγ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

(1月 は予へ干J)
・申込み期FFKは毎月25日 (受付匝
※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 !

しS、れあい子どもカレー食堂 ボランティアさん大募集 !

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

丁el:055(950)8875(不在時留守電対応)E―moil:scenter@mochi† erooj


