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※ 各自主グループ、及び自治会は

２名以上の参加をお願いします。

日 時：６月１1日（日）午前９時より

※雨天決行

持ち物：雑巾1枚・他、掃除に必要な物

交流センター 一斉清掃
ご協力お願いします！

日 時 ： ６月２７日（火）

８：４５ 交流センター 集合

１６：３０交流センター 到着予定

定 員 ： ２０名

受講料 ： ４００円

資料代 ： １００円

持ち物 ： お弁当・飲み物

《行 程》

交流センター 出発

常楽院、白藤の滝 、白ふじの里、

長慶寺、遍照寺

大慶寺 （昼食）

鬼岩寺, 郷土博物館（文学館）

交流センター 到着

申込み受付 ６/２（金）から来館先着順

池谷圭次先生と行く

今年度の交流センター講座（１３講座）が

５月７日の「化粧品を科学する」を皮切りに.、

次々と開講式を迎えています。

幼児から高齢者まで３０９名がさまざまな講

座にチャレンジしていきます。

新しい仲間作りと学ぶ楽しさを満喫しま

しょう！！

※ 歩きやすい服装で参加してください！

マイクロバスで移動します。

夏は軽装で執務します

市役所・西益津地区交流センターでは、

地球温暖化防止対策の一環として、夏の

期間、職員は軽装（ノーネクタイ）で執

務します。（５月１５日～９月３０日）

また、室温２８℃を目安に冷房運転を

行います。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

我が家の園芸 庭木の手入れ
かんたんフラワー工房化粧品を科学する

食のアトリエ パンとお菓子



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 27 健康体操　ラムーヴ 体操 第２･４水曜日/午前

2 Ms,ジョアンナとABC 英会話 毎週水曜日/夜 28 ワクワク体操 体操 毎週水曜日/午後

3 絵手紙　コスモス 絵手紙 第４金曜日/午後 29 ちぎり絵　紫苑の会 ちぎり絵 第２･４火曜日/午後

4 押し花　エランドール 押し花
第１火・水曜日
午前午後 30 花うさぎ 細工物

月１回火曜日
午前午後

5 折りづるの会 折り紙 第２・４火曜日/午前 31 城美会 日本画 月２回土曜日/午後

6 新婦人着付小組 着付け 第４水曜日/午後 32 亀城俳句会 俳句 第１木曜日/午後

7 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 33 俳句サミット 俳句 第３木曜日/午後

8 西益津女声ｺｰﾗｽ　木の実 コーラス 毎週火曜日/午前 34 葵ＰＣクラブ パソコン 第１・３火曜日/午前

9 西益津シルバーコーラス コーラス 第１･３水曜日/午前 35 パソコン水曜会 パソコン 毎週水曜日/午前

10 茶道　裏千家 茶道 第２・４火曜日/午後 36 西益津パソコンクラブ パソコン 第１･３木曜日/午前

11 表千家　玉椿 茶道 第１・３土曜日/午後 37 チーム田中 パソコン 第２･４木曜日/午前

12 詩吟　立花教室 詩吟 第２・４水曜日/午後 38 クリエイト ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ 第１･３水曜日/午後

13 和　吟詠会 詩吟 第１・３火/午後 39 志太ひょうたん愛好会 ひょうたん加工 第１日曜日/午前

14 日本車いすダンス 社交ダンス 月２回日曜日/午前 40 ハイビスカス ﾌﾗﾀﾞﾝｽ 第２･４金曜日/午後

15 フレンド 社交ダンス 月３回火曜日/夜 41 フラレア ﾌﾗﾀﾞﾝｽ 第１日曜日/午前

16 ロータス 社交ダンス 毎週木曜日/夜 42 健康マージャンクラブ 麻雀 第１・３金曜日/午後

17 文化協会　写真部 写真 第２土曜日/夜 43 すずめの会 麻雀
第１・３水曜日/午後
第２・４金曜日/午後

18 百代会 ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｯｸｽ
第１木曜日/午後
第２火曜日/午後 44 民謡　亀城の会 民謡 第２・４土曜日/午後

19 かな書道教室 書道 第２木曜日/午前 45 民謡　千丈会 民謡
第２・４水曜日
午前午後

20 書道同好会 書道 第３火曜日/午前 46 藤枝民踊会 民踊 毎週火曜日/午後

21 亀墨会 水墨画 第２・４水曜日/午前 47 亀城歴史勉強会 歴史 第２土曜日/午前

22 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 48 さくら草 自然観察 第３土曜日

23 みやび生花 生花 第２金曜日/午後 49 朗読の会 朗読 第２･４木曜日/夜

24 大正琴　あおい会 大正琴 第４土曜日/午後 50 志太マンドリン・ギター・アンサンブル 演奏 木・土/夜

25 アコヨガサークル 　 ヨガ 木曜日 51 JFVCボランティアクラブ 国際交流 月1回日曜日

26 健康体操　藤枝真向会 体操 第２･４金曜日/午前 52 おはなし玉手箱 読み聞かせ 第３水曜日/夜

※　６月の休館日：５日（月）、１２日（月）、１８日（日）、１９日（月）、２５日（日）、２６日（月）

※　８月分の交流センター使用許可申請は、　６月１日（木）午前8時30分より受付を行います。

西益津地区交流センターで活動中の皆さんです。

興味のある方は、交流センターへお問合せ下さい。


