
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度は予定通りに開催できなかった生涯学習講座ですが、

今年度は当初よりしっかり感染対策を行い、新しい 2 講座を

含む、全 1７講座を順次開講しています。    

５/８（土）には多数の応募により 2 部制となった、 

小学生対象の「英語で！ LET S PARTY!」が 

行われました。 

新しい友達や外国人講師との初対面は少し緊張した 

様子でしたが、すぐに打ち解け楽しく受講していました。 

 

 

 

 

藤 枝 市 青 島 北 地 区 交 流 セ ン タ ー 
《集う喜び・学ぶ楽しさを支援します！》 
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青島北地区交流センターで活動中の自主グループの皆さんです。興味のある方は交流センターまでお問合せ下さい。 

活動内容 グループ名 活動日 活動内容 グループ名 活動日
囲 碁 勝草囲碁の会 毎週火・木曜日 陶 芸 陶笑会 第1・4水曜日

大正琴 ハーモニックメイト 第1・2木曜日 陶 芸 炎の会 第1・4水曜日
尺 八 尺八同好会 第1・3・4火曜日 俳 画 初あかり 第３水曜日

三味線 三笹会 随時（土・日） 俳 画 さわらび会 第３水曜日
詩 吟 志太吟詠会 毎週土曜日 俳 句 さくら句会 第2・4水曜日

謡曲・仕舞 静岡掬水会 第1・3水曜日 パソコン ⻘北パソコンクラブ 第2・4水曜日
歌謡曲 ながつき会 第2・4水曜日 パソコン デジパソクラブ 第1・3金曜日
合 唱 藤枝少年少女合唱団 毎週土曜日 パソコン 新婦人ひまわりPCクラブ 第１・３・４火曜日

ギター ちいっとらっつ 第2・4土曜日 パソコン 藤枝シニアパソコンクラブ 第3金曜日
ジャズサックス ディソナンシア（Disonancia） 毎週木曜日 そば打ち 藤枝蕎⻨打ち同好会 第1土曜日
オーケストラ ふじの花交響楽団 毎週日曜日 パン作り ブレッチェン 第4土曜日

健康体操 ⻘北バルーンクラブ 毎週水曜日 懐石料理 茶懐石料理を楽しむ会 第2水曜日
健康体操 ハッピー 第3火曜日 韓国語 文字から始める韓国語２ 第1・3土曜日

ストレッチ スマイルストレッチ 第1・3水曜日 韓国語 チェミンヌン韓国語 金曜日(月2回)
ふまねっと ふまねっと藤枝 第4火曜日 中国語 向日葵講座 毎週木曜日
ふまねっと 新婦人ひまわり班ふまねっと運動 第2・4水曜日 古文書 藤枝古文書会 第2土曜日・第3木曜日

太極拳 幹の会 第1〜3金曜日・毎週土曜日 古典文学 新婦人ひまわり班古典文学 第1・3金曜日
太極拳 健美拳の会 毎週木曜日 県及び日本⺟親大会の

準備 藤枝⺟親大会連絡会 第3土曜日
太極拳（剣） 藤娘 月3回 火曜日 絵手紙 絵手紙クラブ 第1水曜日

太極拳 群⻘ 月2回 金曜日 かな書道 かな書道 第2木曜日
トランポウォーク トランポウォークの会サクランボ 毎週木曜日 書 道 新婦人ひまわり書道の会 第1・3金曜日
ダンス(子ども) わくわくBOX 土曜日(代替で日曜あり) 鉄道模型 藤枝鉄道ファンクラブ 随時(週１回)
ハイキング 静岡県ワンダーフォーゲル藤枝支部 月2回

打合せ・山行き(土・日) ちぎり絵 和紙ちぎり絵サークル 第4火曜日
社交ダンス パープル 毎週木曜日 ひょうたん

栽培・加工 志太ひょうたん愛好会 日曜日(月１回)
社交ダンス サークル舞 毎週金曜日 マジック マジック⻘島北 第４土曜日
社交ダンス スターライト・ダンスサークル 毎週火曜日 学習会

(手芸、料理等)  新日本婦人の会ほうせんか班 不定期
社交ダンス 藤美会 随時（週1〜2回） 生活向上学習会 新婦人なずな班 木曜日(月１回)
フラダンス ピリアロハ 第2・4水曜日 詩・エッセイ 藤枝文芸クラブ 第4水曜・第4土曜日

フラダンス(子ども) Moana(モアナ） 毎週火曜日 ボランティア 藤桜の会 随時(週１回)

’ 

ボールで数や色の学習♪ 

母の日のプレゼント作り★ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 / 昭和２６年４月１日以前に生まれた方で 

介護保険料の所得段階が１～３の方 

対象者には、５月下旬に引換券(ハガキ)が 

届きます。忘れずにお持ちください。 

交流センターでの交付期間 

５/２０（木）～７/３０（金）８：３０～１７：１５ 

問合せ / 地域包括ケア推進課 ☎６４３－３２２５ 

パソコン何でも相談 1 回 500 円 事前予約が必要です

６月１０日（木）９：３０～１１：３０ 

８月分の使用許可申請は６/２(水)８：３０から

開始します。（営業等は 7 月分までで６/１(火)か

らの受付です） 

休 館 日 ５/２４(月)・３１(月) 

６/７(月)・１４(月)・２０(日)・２１(月)・２８(月) 

こんにちは！にこにこ広場です 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業やイベ

ントが中止または延期・休館となる場合があります。詳

しくは、市ホームページをご確認ください。 

子育て支援センター にこにこ広場 

☎６４５－２５２５ 

開館日時：火曜日～日曜日 

午前９時～午後３時 

(休館：月曜日・第三日曜日・祝日 ６月 にこにこ広場のおたのしみたいむ 

木曜日（１１時～１１時３０分） 

３日 どんぐりころちゃんのわらべうたあそび 

親子でのスキンシップをしましょう。 

その他の平日午前 11 時は ミニミニおたのしみ（１０分） 

当日受付です。幼児図書室では密集を避けるため、1 回の参加

は 5 組とし、時間を短縮して数回に分けての開催となります。

詳しくは、にこにこ広場までお尋ねください。 

 

�電話相談   

ご利用は広場の開館日時です。

お気軽にお電話くださいね。 

ママのための体リフレッシュ講座 要予約 

産後から育児へと忙しいママ、骨盤エクササイズを学

び、日頃の体の使い方にひと工夫して、肩こりや腰痛、尿

漏れなど防ぎましょう。 

日時：６月２５日(金) 午前９時５０分～１時間 

場所：青島北地区交流センター 集会室 

対象：産後２カ月から１年までのママ 

募集人数：15 人 講師：相馬綾子さん (ポポラ主宰) 

受付開始：６月１０日(木)午前 9 時～ 

※お子さんと一緒に参加できます。 

お子さんの見守り託児あります。 

初心者優先ですが、経験者もキャンセル待ちで受け付けます。

詳しくはにこにこ広場まで (定員になり次第終了) 

 

ことばのはなし講座  (要予約) 

言葉を促す遊びやコツなどママの疑問に答え

ます。お気軽にお申込みください。    

お子さんと一緒に参加可。 

日時：６月１７日(木)午前１０時から１１時 

場所：青島北地区交流センター２階和室 

対象：未就園児の親または家族１０組 

受付：６月３日(木)午前９時～ 

(定員になり次第終了) 

 

 

市役所市民課における作業により、交流センターで

の住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明、所得課税証明等の

発行業務を休止させていただきます。マイナンバーカ

ードをお持ちの方は、住民票、印鑑証明、所得課税証

明はコンビニ交付で取得することができます。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

６月１９日（土）終日 
証明書発行業務を休止します 


