
あおいだより
西益津地区交流センター

平成30年 5月20日 発行

藤枝市立花２-６-８

TEL 641-8862

FAX 647-2313

E-mail nisimasizu@city.fujieda.shizuoka.jp

第 426号

※ 各自主グループ、及び自治会は２名以上の参加を願いします

日 時：６月１０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！

練習に参加しませんか！
会 場：西益津小学校体育館

参加資格：西益津地区在住の

小学生高学年から高齢者

誰もが簡単に楽しめるﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂです。

どなたも、お気軽にご参加下さい。

食事の受付は１７時～１９時３０分
お好きな時間にお越し下さい。

参加費：子供 無 料 (高校生まで)

大人 ３００円（寄付として）

亀城子屋 QR Code

メニュー、イベント内容は
交流センター又は亀城子屋
ホームページをご覧ください。

子ども食堂の愛称募集！
（６月１０日締め切り）

交流センターにある応募用紙に
記入して応募して下さい。

日 時：６月２０日（水） ９：００ 交流センター 集合
《行 程》

交流センター 出発

諏訪原城、牧之原公園 、

ふじのくに お茶の都ミュージアム、

御前崎海鮮なぶら市場 （昼食）

相良城跡、 相良油田跡、大鐘屋、小山城、

交流センター 到着 申込み受付

６/５（火）から

来館先着順

池谷圭次先生と行く

平成30年度

今年度の交流センター講座

（１４講座）が５月９日の

「食のアトリエ パンとお菓

子」を皮切りに.、次々と開講

しています。

幼児から高齢者まで２９９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！！

日 時：６月１６日（土）１７時～２０時

場 所：西益津地区交流センター
申 込：６月５日（火）受付開始
交流センター ℡641-8862

定 員：３０名

参加費：３０００円 （受講料・昼食代・拝観料）

申込時に集金します。

６月 ２日（土） カローリングの練習可能

９：００～１６：００ 午後から老人会使用

７月 ７日（土）

９：００～１２：００

８月 ４日（土）

９：００～１２：００

９月 １日（土）

９：００～１２：００

１０月 ６日（土） ふらばーるバレーボール

９：００～１２：００ 　　　　　　　　の練習可能

１１月 １０日（土）

９：００～１２：００

１２月 １日（土）

９：００～１２：００

２月 ２日（土）

９：００～１２：００

カローリングの練習可能

室内ペタンク練習可能

カローリングの練習可能

ミニテニスの練習

室内ペタンク練習可能

目指せ！健康太極拳

主催：西益津地区社会福祉協議会
社会福祉法人 愛誠会（ワーク稲川）



NO 団体名 分類 活動日 NO 団体名 分類 活動日

1 茶道　裏千家 茶道 第２・４火曜日/午後 28 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

2 茶道　表千家　玉椿 茶道 第１・３土曜日/午後 29 アコヨガサークル A・B ヨガ 第１・３木曜日/午後

3 ＡＬＬ～Ａｒｔ　Ｌｏｖｅ　Ｌｉｆｅ～ 茶・花
第２・３日曜日

/午前午後 アコヨガサークル Ｃ・Ｄ ヨガ 第１・３木曜日/午前

4 みやび生花 生花 第２金曜日/午後 アコヨガサークル N ヨガ 第１･３木曜日/夜

5 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 健康体操　藤枝真向会 体操 第２･４金曜日/午前

6 押し花　エランドール 押し花
第１火・水曜日

午前～午後 31 健康体操　ラムーヴ 体操 第２･４水曜日/午前

7 かな書道教室 書道 第２木曜日/午前 32 ワクワク体操 体操 第１～４水曜日/午後

8 書道同好会 書道 第３火曜日/午前 33 太極拳愛好会 太極拳 第３木曜日/午前

9 亀墨会 水墨画 第２・４水曜日/午前 34 葵ＰＣクラブ パソコン 第１・３水曜日/午前

10 ちぎり絵　紫苑の会 ちぎり絵 第２･４火曜日/午後 35 パソコン水曜会 パソコン 第１～４水曜日/午前

11 絵手紙　コスモス 絵手紙 第４金曜日/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

12 文化協会　写真部 写真 第２か第３土曜日/夜 37 チーム田中 パソコン 第２･４水曜日/午前

13 Ms,ジョアンナとABC 英会話 毎週水曜日/夜 38 健康マージャンクラブ 麻雀 第１・３金曜日/午後

14 詩吟　立花教室 詩吟 月１回/午後 39 すずめの会 麻雀
第１・３水曜日/午後
第２・４金曜日/午後

15 和　吟詠会 詩吟 第１・３火曜日/午後 40 囲碁の会 囲碁 毎週火曜日/午後

16 亀城俳句会 俳句 第２木曜日/午後 41 将棋同好会 将棋 第１～４金曜日/午後

17 民謡　亀城の会 民謡 第２・４土曜日/午後 42 志太ひょうたん愛好会 ひょうたん加工 第１日曜日/午前

18 民謡　千丈会 民謡 第２水曜日/午後 43 クリエイト ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ 第１･３水曜日/午後

19 藤枝民踊会 民踊 第２・４火曜日/午後 44 花うさぎ 細工物
月１回　第４火曜日

午前～午後

20 新婦人着付小組 着付け 第４水曜日/午後 45 折りづるの会 折り紙 第２・４火曜日/午前

21 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 46 亀城歴史勉強会 歴史 第２土曜日/午前

22 西益津女声ｺｰﾗｽ　木の実 コーラス 第１～４火曜日/午前 47 JFVCボランティアクラブ 国際交流 月1回日曜日

23 西益津シルバーコーラス コーラス 第１･３水曜日/午前 48 朗読の会 朗読 第２・４水曜日/夜

24 フレンド 社交ダンス 月４回火曜日/夜 101 おはなし玉手箱 読み聞かせ 第３水曜日/夜

25 ロータス 社交ダンス 毎週木曜日/夜 102
藤枝市健康づくり
食生活推進協議会

料理講習会 月１回土曜日/午前

26 ハイビスカス ﾌﾗﾀﾞﾝｽ 第２･４金曜日/午後 103 あおいの会 社会福祉
第２木曜日/午前

第３火曜日/午前・午後

27 フラレア ﾌﾗﾀﾞﾝｽ 第１日曜日/午前 104 藤枝モラロジー事務所 社会福祉 第２火曜日/夜

※　６月の休館日：４日（月）、１１日（月）、１７日（日）、１８日（月）、２５日（月）

※　８月分の交流センター使用許可申請は、　６月１日（金）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。


