
①ドキドキ社会科教室 Part1 

 航空自衛隊浜松広報館と春華

堂うなぎパイファクトリー見学 

【日時】7 月 29 日(水)  

    午前 8 時２0 分 

高洲地区交流センター集合 

   午後５時帰着予定 

【対象】小学 4 年生～6 年生 

   ３5 名 

【参加費】１５０円 

【持ち物】弁当、筆記用具、帽

子、タオル、水筒 

【
応
募
方
法
】 

 

       

山本こ－ぞーのひとりしばい 

 

 

ＤｏＤｏおじさんとへんてこサ
ーカスがやってきた！にぎやか
で楽しい大道芸風の人形劇。 

平成２７年７月２５日（土） 
開演 午前１０時 
会場 高洲地区交流センター 
要  入場整理券 

詳しくは、７月５日発行の「高
洲地区社協だより」をご覧くだ
さい。 

  
 
  
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
    
    
 
 
                                    
                                       
                                   
                

 

②ドキドキ社会科教室 Part２ 

 世界へはばたく静岡空港とク

ノール食品㈱東海事業所見学 

【日時】7 月 31 日(金) 

    午前 8 時２0 分 

高洲地区交流センター集合 

    午後３時帰着予定 

【対象】小学 4 年生～6 年生 

    3５名 

【参加費】無料 

【持ち物】弁当、筆記用具、帽

子、タオル、水筒 

③ちびっこ陶芸家教室 

【日時】８月４日(火) 

    午前 8 時３0 分 

高洲地区交流センター集合 

    1２時帰着予定 

【会場】市陶芸センター 

【対象】小学３年生～6 年生 

    30 名 

【参加費】415 円（粘土代） 

【持ち物】筆記用具、タオル、水

筒 

＊作品は、夏休み中にお渡し予定 

 

④親子クッキング教室 

 ひんやりお野菜とフルーツのゼリー 

【日時】８月７日(金) 

    午前 9 時 30 分～ 

11 時 30 分 

【会場】高洲地区交流センター料理

実習室 

【対象】親子（小学生と保護者） 

    ２０名（１０組） 

【参加費】1 組 1,000 円 

【講 師】平林 睦美さん 

【持ち物】筆記用具、エプロン、 

三角巾、布巾 2 枚、ハ

ンドタオル、水筒、子

供用上履き、ビニール

袋に入れた製氷皿 1 皿

分の氷 

⑤子どもと女性のためのやさし

い囲碁教室               

 実践を通して囲碁のルールと

次の一手の基本を楽しみながら

習得します 

【日時】8 月１９日(水)～2１日 

(金)  

午前 9 時 30 分～ 

11 時 30 分 

【会場】高洲地区交流センター 

【対象】小学 4 年生から中学生

までの男女及び高校生

以上の女性計１５名 

【参加費】無料 

【指 導】囲碁サークル「おか

め会」（高洲地区交流センター

自主グループ） 

【持ち物】筆記用具、タオル、

 

  ・申込期間：平成 2７年 7 月 3 日（金）～１０日(金)[６日(月)を除く] 午前 9 時～午後 9 時 

・申 込 み：高洲地区交流センター所定の申込用紙に必要事項を記入し、応募者の住所・氏名を記

載したはがき（１教室１枚）を添えて提出して下さい。電話での申込はできません。 

         応募者が定員を超えた場合は抽選となります。 

 

 
高洲地区交流センター  藤枝市立高洲公民館   

第 ４ ４ １ 号 
平成２７年 ６月２０日発行  

藤枝市高柳４－９－１３  

公 民 館 ℡６３５－１４５８ 

こども広場 ℡６３５－１４７７ 

mail:takasu@city.fujieda.shizuoka.jp 

 楽しい楽しい夏休みがもうすぐやってきます。小学生のみなさんの学習要求に応え 

るために今年度も子ども教室を開催します。下記の応募方法によりお申込みください。 



 

高洲地区交流センター平成 2７年 9 月分使用申請受付は、7 月 1 日(水)午前 8 時 30 分からです。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                         

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

三世代：お母さん、お父さん、おじいち
ゃん、おばあちゃん、子どもさんと一緒
に、調理をしてみませんか。 

 
◎日 時：平成２７年７月２５日（土） 

     午前９時３０分 

◎会 場：高洲地区交流センター料理実習室 

◎対 象：幼稚園児から小学生 

◎メニュー：―お楽しみにー 

◎定 員：1０組 

※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

◎参加費：無料 

◎持ち物：エプロン・三角巾・ふきん 

◎申込み先： 岡嵜宅 TEL６３５―５３２３  

黒岩宅 TEL６３５－１３８４ 

◎主 催：食生活推進協議会高洲支部 

 

 

４日 みず 

１１日 にゅうどうぐも 

１８日 どうながのプレッツェル 

２５日 こんにちはおてがみです 
 

 
 
おはなし会は、毎週土ようび 

ごご２じ～２じ３０ぷん 
みんなでききにきてね！ 

ちいさなおはなし会（自由参加） 
※ボランティアさんによる読み聞かせです。 

◎２３日(木)、１１時～１１時２０分 

おはなしふくろう（自由参加） 
※ボランティアさんによるお楽しみ会です。 

◎２１日(火)  １０時３０分～１１時  

折り紙（当日予約）                     
※ボランティアさんによるママのための折り紙です。 

◎１６日(木)  ９時５０分～ １グループ２０分位 

わらべうた（自由参加）  
※ボランティアさんによるわらべうた会です。 

親子の触れあいをわらべうたでしてみませんか？ 

 ◎７日(火）  １０時５０分～１１時１５分 

子育て相談日（要予約） 
◎１０日(金)  10 時～１６時 

※相談日以外の日でも、気になること確認したい 

こと等いつでも職員に声をかけてください。 

電話でもＯＫです。 

あかちゃん講座（要予約）  
※みんなで育児状況の交換をしませんか？ママ友作 

りのきっかけにしてください。 

 「生活リズム」「あそび」「健康」等の話も聞けます。 

 ◎７月１日(水）、８月５日（水）、９月２日（水） 

１４時～１５時１５分 ３回参加できる方 

 ◎対 象 平成 2７年３月生まれくらいの子とママ 

 ◎場 所 高洲こども広場 

 ◎持 物 子育てガイドブック、バスタオル（敷物） 

おたのしみウィーク「七夕飾り」（自由参加） 

※親子で簡単な七夕製作を行います。作ったものはおみ

やげで、持ち帰れます。また作品の一部をこども広場

壁面に使わせてください。幼稚園児も参加できます。 

 ◎６月３０日（火）～７月５日（日） 

９時３０分～１６時 

こども縁日（チケット持参の方） 

※小さな縁日ごっこを行います。ヨーヨー屋さん、くじ 

 引き屋さん等お店がありますので楽しんでください。 

 尚、チケット制です。 

 ◎７月９日（木） ９時３０分～１１時３０分 

  学習室１，２で行います。 

 ◎チケット配布日 ７月３日（金）９時３０分 こど

も広場にて配布 先着５０名です（市内の方のみ） 

水あそびがはじまります 
※ウッドデッキにビニールプールをおいて水あそびを 

 行います。 

 ◎７月１４日（火）～８月３０日（日） 

１０時～１２時 

 ◎就学前のお子さん（平成２４年度生まれの子まで） 

 ◎くわしくは、子ども広場に問い合わせください。 

ＴＥＬ６３５－１４７７ 

 

 

◎種 目：フレッシュテニス・ 

     ファミリーバドミントン 

◎日 時：7／８（水）、１５（水）、２２（水）、 

     ２９（水） 午後７時～８時４５分 

◎会 場：高洲中学校体育館 

◎対 象：高洲地区にお住まいの方 

◎持ち物：参加費 200 円／回、用具（ある人） 

     体育館シューズ、飲物等 

◎申込み：直接会場にお越しください 

◎指導主催：高洲地区藤枝市スポーツ推進委員 

 

 

 

 

 
 
 

  

お子さんと一緒に 

参加しましょう！ 

バス乗車券、はり、きゅう、マッサージ助成券 
今年度、交流センターではお渡ししていません。

市役所、岡部支所で引き換えをお願いします。 
詳しくは 介護福祉課 ☎６４３－３１４４ 


