
 自治会   自治会長   町内会   町内会長   町内会   町内会長 
高洲第一 ＊池谷 敬一 築地 ＊黒川  理 築地上  杉井 一美 
高洲第二西  青島 一之 高柳上  青島 信義 高柳仁平  大橋 道弘 
高洲第二北  岡村 秀夫 高柳切島  小林 洋 高柳茶屋河原  松浦 孝一 

高洲第二東 ＊大岩 久次 
高柳大渕 ＊青島 鈴夫  高柳下 浅原 金雄 
高柳巾溝  杉本 敏一  

高洲第三 ＊深田 晃 
兵太夫南 ＊村松 逸郎 兵太夫中  松浦 敏彦 
兵太夫北 ＊岡嵜 肇 兵太夫下  増田 清一 

 
高洲第四 

 
 横山 良郎 

兵太夫上第一  増井 康文 兵太夫上第二  飯村 政明 
兵太夫上第三 ＊杉村 茂 兵太夫上第四  松﨑 邦博 
兵太夫上第五 ＊清水 久道  

高洲第五  亀村 隆一 大新島  荻田 卓司 与左衛門  杉本 哲男 

 

  
 
  
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 『毎日の生活がワインと共に楽しめる』ための

講座です。ワインの基礎知識、品質、世界のワイ

ンの美味しい飲み方等ワインの世界を満喫してく

ださい。尚、車での参加はご遠慮ください。 

◆日 時 ①７月２９日（金）②８月２６日（金） 

③９月３０日（金）午後７時～９時 

◆場 所 高洲地区交流センター          

◆定 員 １６人 

◆講 師 鈴木 秀代さん 

（パティスリークロシェットソムリエ） 

◆持ち物 受講料１，２００円、 

材料費６，０００円、 

大判の布巾、飲み水、筆記用具 

◆申込み ７月７日（木）～１５日（金） 

午前９時～午後９時［10 日（日）、11 日（月）

を除く］高洲地区交流センターに用意してある用

紙に、自分の住所・氏名を記入したはがきを添え

て提出してください。申込者多数の場合は抽選に

なり、少ない場合は開講しないことがあります。 

 

①８月６日（土）午前９時３０分～１１時 
高洲地区交流センタ－ 学習室③ 

 生き物の生息地や適応・進化について考え、野外
での活動の下準備をします。後半、前半の学習を
踏まえたオリジナルな生き物の絵を描きます。 

②８月１７日（水）午前９時３０分～１１時  
高柳第一ふれあい広場 

前回の学習を踏まえて、実際に野外で生き物の暮
らしを探します。 
オプションとして、アリをテーマにしたエサの実
験を行います。 

◆対 象 小学生 ４年～６年 ２０名 
◆持ち物 筆記用具、水筒、タオル 
◆服 装 屋内：多少汚れてもよい服装、屋外：帽

子、動きやすく多少汚れてもよい服装 
◆申込み 7 月２日（土）～１２日(火)[４日(月)、

１０日（日）、11 日（月）を除く] 午前 9 時～
午後９時の間に、高洲地区交流センターの申込用
紙に必要事項を記入し、応募者の住所・氏名を記
載したはがきを添えて提出して下さい。電話での
申込みはできません。 

 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 ５ ５ 号 
平成２８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 

 平成２８年度自治会連合会高洲支部の自治会長と町内会長が下記のように決まりました。市の自治会連

合会高洲支部長には、横山良郎高洲第四自治会長が選ばれました。総会から既に２ヶ月あまりが過ぎ、各

自治会長・町内会長は高洲地区の発展を願いそれぞれの地区で奮闘中です。      （＊は新任） 



 
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！ 

高洲地区交流センター平成 2８年９月分使用申請受付は、７月１日(金)午前 8 時 30 分からです。 

 

◆日 時 ７月３０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 

◆メニュー とり肉のピカタ、おからのサラダ 

     みそ汁、やきりんご 

◆定 員 親子８組 

◆持ち物 エプロン、三角巾、ふきん 

◆参加費 無料 

◆申込み 是永宅 ☎６３５－５３９１ 

     石川宅 ☎６３５－３７０１ 

◆主 催 食生活推進協議会高洲支部 

  

 
 

【申し込み方法】 

◆期間：平成 2８年 7 月２日（土）～１２日(火)[４日(月)、１０日

（日）、11 日（月）を除く] 午前 9 時～午後 9 時 

◆方法：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。 

 

①ドキドキ社会科教室 Part１ 

富士山静岡空港と 

丸大食品株式会社静岡工場見学 

【期日】７月２９日（金） 

【集合】午前８時３０分 

    高洲地区交流センター 

【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 

【帰着】午後４時（予定） 

②ドキドキ社会科教室 Part2     

クノール食品株式会社と 

大塚製薬株式会社袋井工場見学 

【期日】８月２日（火） 

【集合】午前８時３０分 

    高洲地区交流センター 

【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 

【帰着】午後４時（予定） 

 

③ちびっこ陶芸家教室 

【期日】８月９日（火） 

【集合】午前８時３０分 

    高洲地区交流センター 

【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 

【帰着】正午（予定） 

 

④親子パンづくり教室 

 カレーパン、ハムマヨパン 

【日時】８月６日（土） 

午前９時 30 分～正午 

【会場】高洲地区交流センター 

【講師】山下 恵美子さん 

【対象】親子（小学生と保護者） 

    8 組 16 人 

【参加費】900 円 

【持ち物】エプロン、三角巾、

ハンドタオル、布巾 2 枚、持ち

帰り袋、上履き 

2 日 とべバッタ 

9 日 ティッチ、どろんこハリー 

１6 日 ウラパン・オコサ 

２3 日 ゴリラにっき 

３０日 しろくまのパンツ 

 
 

 

おはなし会は、毎週土ようび 
ごご２じ～２じ３０分 
 

七夕縁日（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、くじ引き屋さん等の

お店があるので楽しんでください。なおチケット制です。 

◎７月７日（木）午前９時３０分～１１時３０分 

◎場所 高洲地区交流センター学習室１・２ 

 ◎チケット配布日 ７月１日（金）午前９時３０分からこども広場で配布します。先着９０名 

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」「あそび」「健康」

等の話も聞けます。 

◎７月６日（水）・８月３日（水）・９月７日（水）午後２時～３時１５分 ３回参加できる方 

◎対 象 平成２８年３月生まれ位の子とそのママ  ◎持ち物 子育てガイドブック、バスタオル（敷物） 

 


