
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

            

 
高洲地区交流センター  高洲こども広場   

第 ４ ８ １ 号 

平成３０年 ４月２０日発行 

藤枝市高柳４－９－１３ 

交流センター ℡６３５－１４５８ 

こども広場 ℡６３５－１４７７ 
mail:takasu@city.fujieda.shizuoka.jp 

横山氏が支部長、自治会・町内会長が決まる 

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 ＊杉井 一美 築 地  黒川  理 築地上 ＊八木 義彦 

高洲第二西  酒井  敏 高柳上  田代 一志 高柳仁平  谷澤 行夫 

高洲第二北  小林  洋 高柳切島 宮野 一生 高柳茶屋河原  松浦 孝一 
 
高洲第二東 

 

＊石上 静夫 
高柳下  清水  哲 高柳大渕 ＊田中喜代士 

高柳巾溝  松本 富男  
 

高洲第三 

 

＊土井 昭宏 
兵太夫北 ＊増田  隆 兵太夫中 杉本 浩樹 

兵太夫南 ＊南條 秀敏 兵太夫下  大久保達夫 

 

高洲第四 

 

横山 良郎 

兵太夫上第一 日吉 信雄 兵太夫上第二  飯村 政明 

兵太夫上第三 ＊鈴木 光彦 兵太夫上第四  松崎 邦博 

兵太夫上第五  清水 久道  

高洲第五 岡﨑 昌介 大新島  増田 勝利 与左衛門 新間 昭次 

 

    今年度の高洲地区の自治会長と町内会長が下表のとおり決まりました。支部長には、    

高洲第四自治会長の横山良郎さんが選出されました。           （＊は新任） 

長寿のための力が湧く 

◎学習時間 午前 9時３０分～１１時３０分 「移動学習」は、午前 9時～午後 4時３０分 

「日本の話芸を聞く」は、午後１時３０分～午後 4時 

◎対  象 高洲地区在住６５歳以上の方   ◎定  員 ５０人（定員を超えた場合は抽選） 

◎受 講 料 無料（教材費、移動学習等は受講者負担となります） 

◎申込期間 平成３０年 5月２２日（火） ～ 5月２９日（火）（２８日は休館日） 

◎申込方法 高洲地区交流センターの申し込み用紙に記入し、ハガキとともに提出してください。   

（電話での申し込みはできません。） 

回 学 習 日 学習課題 学 習 内 容 講 師 

１  ６月２８日（木） からだの健康管理 からだの見直しと健康 相馬 綾子 

２  ７月２６日（木） 豊かな老後を① 遺言と相続の基礎知識 小澤 正人 

３  ８月２３日（木） 豊かな老後を② 保険の賢い見直しと金融商品の利用 小澤 正人 

４  ９月２７日（木） 高洲の歴史を知る 歴史探訪マップにみる高洲の歴史解説 大槻 明三 

５ １０月２５日（木） 楽しく歌おう 大きな声で歌ってストレス発散 中野 恵利 

６ １１月２２日（木） 移動学習 （未定）  

７ １２月 １日（土） 日本の話芸を聞く 年忘れ落語でリフレッシュする 雷門 音助 

 



高洲地区交流センター平成３０年７月分使用申請受付は、５月２日（水）午前８時３０分からです。 

 
 
 
 
 
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。 

◎１０日（木）、２４日（木） 

午前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。 

◎１５日（火）午前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。 

◎１７日（木）午前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

の触れ合いをわらべうたでしてみませんか？ 

◎８日（火）午前１０時５０分～１１時１５分 
子育て相談日（要予約） 
◎１０日（木）午前 10時～午後 4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） 
※みんなで育児情報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。「生活リスム」

「あそび」「健康」等の話も聞けます。 

◎５月２日（水）・６月６日（水）・７月４日（水）

午後 2時～3時 15分 ３回参加できる方 

◎対象 平成３０年１月生まれ位の子とそのママ 

◎会場 高洲こども広場 

ママのためのリフレッシュ講座「おやつ作り」
（要予約） 
※旬の食材を使ったおやつを作ってリフレッシュ

しましょう。！ 

◎５月 2３日（水）午前 9時 30分～     

１１時１５分     

◎場所 高洲地区交流センター料理実習室 

◎献立「グリーンピース入り栄養蒸しパン」「ステ

ィックポテト」 

◎講師 窪田恵子栄養士 

◎予約開始日 ５月２日（水）午前９時から 

◎託児有 一人３００円（６ケ月児から） 

集会室であそぼう（自由参加） 

※親子でマット遊び・平均台・フープ等の遊びを

楽しみましょう！出入り自由です。 

◎５月３０日（水）午前 9時 30分～     

１１時２０分 

◎場所 高洲地区交流センター集会室 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＥＬ６３５－１４７７ 

 

 
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！ 

 １２日 ねこのなまえ 

 １９日 いきをふーっ 

 ２６日 ねえ どれがいい？ 

◎種 目 フレッシュテニス・ファミリーバドミ

ントン、ワンバンドふらば～るバレー 

◎日 時 5月 9日（水） ５月２３日（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、勤務の方 

◎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 

 

 

 
就任のあいさつ 

4月より高洲地区交流センター長として勤務さ

せていただくことになりました。本地区は、市内

で最も住民の皆様の活動が活発な地区であります

ので、この活気を地域づくりや地域コミュニティ

ーのなお一層の発展につなげるよう努力してまい

りますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

センター長 仙島 秀雄 

 

      退任のあいさつ 
皆様、大変お世話になりました。高洲地区が、

一層明るく元気な地域になることを祈っておりま

す。 

      梶原 重光・青島 敏文・橋本 進 

平成３０年度高洲地区交流センター職員 

◇高洲地区交流センター （センター長）仙島 秀雄  

（地域活動推進主任）岩堀 博志 （主任主査）奥山 

朋子 （非常勤職員・昼）兒玉 文子、青野 千明 

（非常勤職員・夜）山田 有一、萩原 昇 

◇高洲こども広場 （担当係長）河村 正乃 （主任

主事）大石 喜久子 （非常勤職員）山本 章江・戸塚 

さとみ・小澤 里江・増井 綾子 


