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回 学 習 日 学習課題 学 習 内 容 講 師 

１  ６月２７日（木） からだの健康管理 からだの見直しをしませんか 相馬 綾子 

２  ７月２５日（木） 豊かな老後を① 震災から財産を守る方法 小澤 正人 

３  ８月２２日（木） 豊かな老後を② 老後破産の不安に備える 小澤 正人 

４  ９月２６日（木） 講 話 人生１００年楽しく生きる 原田 晶子 

５ １０月２４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２８日（木） 移動学習 （未定）  

７ １２月 ７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 

 ◎学習時間 ９：３０～１１：３０  「移動学習」は、９：００～１６：３０ 

◎対  象 高洲地区にお住いの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 令和元年 5 月２１日（火） ～ 5 月２８日（火）９：００～２１：００（２７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。） 

毎日楽しく 生き生き健康  

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 ＊大橋 道弘 高柳上 ＊柴田 正樹 高柳仁平 ＊八木 教雄 

高洲第二北 ＊岩堀 博志 高柳切島 ＊八木 俊治 高柳茶屋河原 ＊岡嵜孝太郎 
 
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 ＊鳥生 信光  
 

高洲第三 

 

土井 昭宏 
兵太夫北 増田  隆 兵太夫中 ＊髙塚 克己 

兵太夫南 南條 秀敏 兵太夫下 ＊藤原 一男 

 

高洲第四 

 

＊石川 茂雄 

兵太夫上第一 ＊高野 胖人 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 ＊石澤 利元  

高洲第五 ＊増田 勝利 大新島 ＊杉本 裕明 与左衛門 ＊鈴木 行雄 

 

 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、高洲第二東自治会長の石上静夫さんが選出されました。（＊は新任） 

 

特別講座「悠遊クラブ」受講生募集 



 

１１日 おかあさん おかあさん 

おかあさん… 

１８日 やさしいライオン 

２５日 とんことり 

 

毎週土曜日 ごご２じ～２じ３０ぷん 

みんなでききにきてね！ 

高洲こども広場 
℡６３５－１４７７ 

子育て相談日（要予約） 
１０日（金）１０：００～１６：００ 

相談日以外の日でも、OKです。 

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 

１４日（火）１０：５０～１１：１５ 

 

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 

９日（木）２３（木）１１：００～１１：２０ 

 

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 

２１日（火）10：３０～１１：００ 

~ 

 

 
◎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 : ５／１５，２９ ６／５，２６ ７／１０，２４ 

１９：００～２０：４５ 

◎会  場 : 高洲中学校体育館 

◎対  象 : 高洲地区にお住まいの方及び勤務の方 

◎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 : 直接会場にお越し下さい 

◎指導主催 : 高洲地区藤枝市スポーツ推進委員 

 

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。 

岩堀 博志  

平成 31年度職員紹介 
センター長  仙島 秀雄 

地域活動主任 長谷川進一 

主任主査   磯部 陽子 

非常勤職員  青野 千明・津島 葉子・杉本 得安 

       山田 有一・萩原 昇 

こども広場  岩崎 雅子・河村 正乃 

       山本 章江・戸塚さとみ 

小澤 里江・増井 綾子 

高洲地区交流センター令和元年７月分使用申請

受付は、５月７日（火）８：３０からです。 

手作りパンの会 メンバー募集 
私たちは、結成３年目になる手ごねパンを楽しむ会

です。月１回活動しています。毎回和気あいあいと

美味しいパンを作っています。一緒にパン作りを楽

しみませんか。 

 

日 時：毎月第４火曜日 

会 場：高洲地区交流センター料理実習室 

会 費：１回１５００円（材料費込み） 

連絡先：３年目の手ごねパン 

    ℡054-902-1523（山田宅） 

 

ワンバウンドふらば～る教室 
参 加 者 募 集 

対 象：市内在住か通勤・通学している人 

と き：5月 16日～6 月２７日の木曜日 

      １９：００～２０：４５ 

ところ：高洲小学校体育館 

参加料：1,500 円（全７回。中学生以下は 500 円） 

申込み：５月１０日までに直接または電話で 

      スポーツ振興課へ（643-3126） 

就任のあいさつ 

４月より高洲地区交流センターに勤務させていただくこと

になりました。微力ではありますが、一生懸命がんばってい

きたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

地域活動推進主任 長谷川 進一 

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 

１６日（木）９：５０～ （１グループ２０分位） 

~ 

 

集会室であそぼう（自由参加） 

親子でマット、平均台、フープ等の遊びを楽しみましょう！ 

時間を決めて体操、玉入れ、かけっこ等も行います。 

２１日（火）10：３０～１１：００ 

~ 

 

予告 ６月８日（土）午後「映画解説講座」を開催します 


