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回 覧 

８月分の交流センター（公民館）使用許可申請は ６／１（水）午前８時３０分より受付けます。 

休館日は５／２３（月）・３０（月）・６／６（月）・１３（月）・１９（日）・２０（月）・２７（月） 

活動内容 団体名 

詩吟 詩吟講座 

詩吟 吟詠 藤萌会 煌芽木 

絵手紙 絵手紙クラブ 

絵手紙 絵手紙四季の会 

俳画 初あかり 

俳画 さわらび会 

かな書道 かな書道 

書の学習 新日本婦人の会ひまわ

り班 書道 

古文書 藤枝古文書会 

俳句 郡衙俳句会 

俳句 郭公藤枝弥生句会 

俳句 さくら句会 

古典文学 新婦人の会（古典文学

小組） 

英会話 英会話クラブ 

中国語 中国語普及会 

韓国語 チェミヌン韓国語 

韓国語 文字から始める韓国語

２ 

健康に関する勉強会 きらＲＵＮ 

カウンセリング セラピールームサラ 

子育てサークル こぱんだ会 

支援活動 避難者を支援する藤枝

市民の会 

作法 心を育てるこども作法 

詩・エッセイ 藤枝文芸クラブ 

 

活動内容 団体名 

パン作り ブレッチェン 

そば打ち 藤枝そば打ち同好会 

懐石料理 茶懐石を楽しむ会 

健康・環境・

暮らし等 

新日本婦人の会ほうせん

か班 

お菓子作り SNOOPY SWEETS PARLOR 

お菓子作り 親子お菓子作り 

マッサージ ベビーマッサージ 

学習会（教育） みのりの会 

学習会等 藤枝断酒会 

パソコン 藤枝シニアパソコンクラブ 

パソコン 青北 PC クラブ  

パソコン デジパソクラブ 

パソコン 新婦人ひまわり PC クラブ 

囲碁 勝草囲碁の会 

鉄道模型走行 藤枝鉄道ファンクラブ 

マジック マジック青島北 

手芸 ローズマリー 

和紙ちぎり絵 和紙ちぎり絵サークル 

紙すき かめくらぶ 

陶芸 炎の会 

陶芸 陶笑会 

陶芸 陶芸２１の会 

お話し会 藤枝昔話を語る会 

菊花の栽培 藤枝菊花会 

トランポウォ-

ク 

トランポウォークの会サ

クランボ 

 

活動内容 団体名 

社交ダンス パープル 

社交ダンス サークルすばる 

社交ダンス 若葉会 

社交ダンス サークル舞 

社交ダンス サークルピュア 

社交ダンス いちご 

フラダンス ピリアロハ 

太極拳 幹の会 

太極拳 健美拳の会  

エクササイズ料理 MARIAN CLUB 

コーラス 藤枝プチマミーズ 

合唱 藤枝少年少女合唱

団 

歌謡曲 ながつき会歌謡教室 

謡曲 静岡掬水会 

大正琴 ハーモニックメイト 

三味線 三笹会 

尺八 尺八同好会 

ギター ちいっとらっつ 

ギター BBM 

ジャズ・ｻｯｸｽアンサンブル ディソナンシア 

健康体操 青北バルーンクラブ 

ふまねっと運動 ふまねっと藤枝 

体育・ダンス わくわく BOX 

山野ハイキング 静岡県ワンダーフォーゲ

ル会  

えんぴつ画 えんぴつ画同好会 

 

パソコン困ったらなんでも相談 

次回は６／１４(火)です。 

事前予約が必要です。１回３００円 

講座の詳細は交流センターへ 

お問い合わせください！ �６４５－２３００ 



 

 

   

にこにこ広場は 子育てをする皆さんとお子様（乳幼児から高校生まで）を応援します。ママやパパのほか、

小さい子と係わりたい小学生、里帰りの親子や孫を託された祖父母のみなさんにもご利用されています。みんな

で子育てしませんか。梅雨に入る季節です。雨の日も楽しく過ごしましょう。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

６ 月 の 予 定 

日・曜日 行 事 予 定 内 容 

１（水）  

２（木） おたのしみたいむ（わらべうた） 

３（金）  

４（土）  

５（日）  

６（月） 休館 

７（火） サークル２６の日 

８（水）  

９（木） おたのしみたいむ 

10（金）  

１１（土）  

１２（日）  

１３（月） 休館 

１４（火）  

１５（水）  

１６（木） おたのしみたいむ（とっつこう） 

１７（金） サークル支援の日 

１８（土） サークル支援の日 

１９（日） 休館 

２０（月） 休館 

21（火） ふたごちゃんの会 

２２（水）  

２３（木） おたのしみたいむ 

２４（金）  

２５（土）  

２６（日）  

２７（月） 休館 

２８（火） げんきっこだいすき（予約終了） 

２９（水） あかちゃん講座（要予約） 

３０（木） おたのしみたいむ（兼・誕生会） 

  

休館日以外は 9：00 から 17：00 の毎日開放 

 

      青島北子育て支援センター ２０１６．５・２０号 

  

  

青島北地区交流センター内 

青島北子育て支援センター   にこにこ広場 

☎６４５－２５２５ fax６４５－９９００ 

藤枝市ふたごちゃんの会  

２１（火）10：00～11：30  

場所：青島北地区交流センター ２F 和室 

赤ちゃん講座（全３回） 

2９（水） １４：００～１５：００ 

内容：｢健康｣ 場所：にこにこ広場 

 

 

にこにこ広場のおたのしみたいむ 

毎週木曜日（１１時～１１時３０分） 
2 日 わらべうたあそびで楽しもう 

9 日 ふれあい遊び 季節の歌、ペープサートで 

 １６日 とっつこうくっつこうのおはなし会 

２３日 ふれあいあそび 季節の歌、ペープサートで 

３０日 ふれあいあそび（お誕生会を兼ねる） 

   お誕生児としても参加できます。事前に申し込んでね。 

にこにこ広場の期間おたのしみ 

1 日～１４日   さかなつりごっこ 

 ２１日～２９日  新聞紙であそぼう 

夏休み特別企画（場所：青島北地区交流センター） 

親子クッキング  先着順 

とき：７月１６日（土） 

午前の部 9：30～12：00 

対象:H25年度生まれの子か

ら就園児の親子 

講師：関口 やち代先生 

メニュー:米粉パンとサラダ 

材料費:600 円位 

申込み：6/16(木)9:00 から 

(託児若干名あり・先着順) 

親子陶芸教室  先着順 

とき：８月６日（土） 

午前の部 10:00～11：30 

午後の部 13:30～15:00 

どちらかを選択 

対象：年中～小学生の親子 

講師：野中 貞子先生 

材料費:親子で 1200 円 

申込み：7/6(水)9：00 から 

(託児若干名あり・先着順) 


