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☆活動内容：学習支援・体操あそび・物づくり体験等

☆活 動 日：月２回（第１・第３水曜日）

☆活動場所：西益津公民館

☆活動期間：平成２７年６月１０日（水）

～平成２８年２月１７日（水）

（午後３時３０分～５時１５分まで）

☆対象児童：西益津小学校の児童（１年～６年）

☆参加費用：年間２，０００円

（保険料＆おやつ代。但し課外経費は別途）

※ 締め切り：４月２５日（土）

※ 申し込み：西益津公民館 ℡６４１－８８６２

定員５０名 （申し込み順）

日 時：５月３１日（日） １０：００～１１：３０

受講料：無料

場 所：西益津公民館 集会室

定 員：１００名(先着順） 申込締切：５月２４日（日）

講 師：川崎義巳氏(前年度大手町内会長）

内閣府認可 NPO法人「健康と温泉フォーラム」理事

☆温泉の歴史は？

☆温泉はどのように湧いてくるの？

☆入浴による人体への作用は？

☆各種疾患への作用は？

☆正しい入浴方法とは？

☆入浴以外の利用方法は？

☆温泉地の選び方 などなど

お 知 ら せ
ふれあい乗車券及びはり・きゅう・マッサージ助成券

の交付会場が変更になりました。

藤枝市役所 介護福祉課・岡部支所となります。

公民館・文化センターでは引き換えできません。

平成２７年度生涯学習講座に多数の申し込みをいた

だき、ありがとうございました。

下記の講座につきましては、まだ定員に若干の余裕

がありますので、ご希望の方は、４月２６日（日）まで

に直接公民館にお問い合わせ下さい。先着順で定員

になり次第締め切らせていただきます。

★ビューティー太極拳 初級コース

★楽しいオーブンクッキング パンとお菓子

★世界史～よもやま話～Part３完結編

受講生募集

生涯学習講座 追加募集

新年度を迎えて
木々もすっかり芽吹き、新緑の葉が茂る季節となりました。

日頃、地域の皆様には公民館の運営につきまして、ご理解、

ご協力を頂き誠にありがとうございます。

本年度も公民館の理念であります「集う、学ぶ、結ぶ」を基本

に多様な学習の機会を提供し、地域の仲間づくりを支援すると

ともに、地域と行政が円滑に連携するための調整に努めます。

公民館のあり方が見直される中、これからも地域の皆様の

ニーズに即した公民館事業を推進してまいりますので、一層

のご支援、ご協力をお願いいたします。 西益津公民館職員一同



NO 団体名 分類 活動日 NO 団体名 分類 活動日

1 囲碁の会 囲碁 毎週火曜日/午後 32 アコヨガサークル　Ａ・Ｂ ヨガ 月２回木曜日/午前午後

2 Ms,ジョアンナとABC 英会話 毎週水曜日/夜 33 健康体操　藤枝真向会 体操 第２･４金曜日/午前

3 絵手紙　コスモス 絵手紙 第４金曜日/午後 34 健康体操　ラムーヴ 体操 第２･４水曜日/午前

4 押し花　エランドール 押し花
第１火曜日
午前～午後

35 ワクワク体操 体操 毎週水曜日/午後

5 折りづるの会 折り紙 第２・４火曜日/午前 36 ちぎり絵　紫苑の会 ちぎり絵 第２･４火曜日/午後

6 すこやか歌声教室 カラオケ 第１･３金曜日/午後 37 花うさぎ 細工物
月１回火曜日
午前～午後

7 新日本婦人 きつけ小組 着付け 第４水曜日/午後 38 城美会 日本画 月２回土曜日/午後

8 西益津ｺｰﾗｽ　エプロンポケッツ コーラス 第１・３水曜日/夜 39 亀城俳句会 俳句 第１木曜日/午後

9 西益津女声ｺｰﾗｽ　木の実 コーラス 毎週火曜日/午前 40 俳句サミット 俳句 第３木曜日/午後

10 西益津シルバーコーラス コーラス 第１･３水曜日/午前 41 葵ＰＣクラブ パソコン 第１・３火曜日/午前

11 茶道　裏千家 茶道 月２・４火曜日/午後 42 ﾊﾟｿｺﾝ水曜会 パソコン 毎週水曜日/午前

12 茶道　表千家　椿の会 茶道 第１・３土曜日/午後 43 西益津パソコンクラブ パソコン 第２・４木曜日/午前

13 葵　吟詠教室 詩吟 第１･３火曜日/午後 44 クリエイト ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ 第１･３水曜日/午後

14 詩吟　立花教室 詩吟 第１・３・４水曜日/午後 45 志太ひょうたん愛好会 ひょうたん加工 第１日曜日/午前

15 和　吟詠会 詩吟 第１・２・４木曜日/夜 46 ハイビスカス ﾌﾗﾀﾞﾝｽ 第２・４金曜日/午後

16 吟詠澆心流淳風藤吟会 詩吟 年～４回 47 健康マージャンクラブ 麻雀 第１・３金曜日/午後

17 サークル　愛 社交ダンス 毎週土曜日/午後 48 すずめの会 麻雀
第１・３水曜日/午後
第２・４金曜日/午後

18 サークル　舞夢 社交ダンス 毎週金曜日/夜 49 民謡　亀城の会 民謡 第２・４土曜日/午後

19 日本車いすダンス 社交ダンス 月２回日曜日/午前 50 民謡　千藤会 民謡
第２・４水曜日
午前～午後

20 フレンド 社交ダンス 月３回火曜日/夜 51 藤枝民踊会 民踊 第２・４火曜日/午後

21 みどり会 社交ダンス 毎週金曜日/午後 52 亀城歴史勉強会 歴史 第２土曜日/午前

22 ロータス 社交ダンス 毎週木曜日/夜 53 ＪＦＶＣ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 年２～３回

23 藤枝市文化協会　写真部 写真 月１回土曜日/夜 54 藤枝音楽協会 音楽演奏 不定期

24 さくらそう ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ 第２火曜日/午後 55 さくら草 自然観察 第３土曜日

25 百代会 ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ 第１木曜日/午後 56 朗読の会 朗読 月２回／水曜日

26 かな書道教室 書道 第２木曜日/午前

27 書道同好会 書道 第３火曜日/午前

28 亀墨会 水墨画 第２・４水曜日/午前

29 立花支店　アレンジフラワー教室 ｱﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ 第３木曜日/夜

30 みやび生花クラブ 生花 第２金曜日/午後

31 大正琴　あおい会 大正琴 第４土曜日/午後

※　５月の休館日：３日（日）、４日（月）、５日（火）、６日(水)、１１日（月）、１７日（日）、１８日（月）、２５日（月）
※　７月分の公民館使用許可申請は、　５月１日（金）午前8時30分より受付を行ないます。

平成２７年度 西益津公民館 自主グループ 紹介！！

西益津公民館で活動中

の皆さんです。

興味のある方は、公民館

へお問合せ下さい。


