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子ども

参議院選挙

24

31

当施設は選挙会場になるため

9日(土)10日(日)は臨時休館になります

<趣味と学びを応援！みんなの居場所>

　　　　　　8月実施イベントは前月に申込開始の為、満員になっている場合があります。

月 イベント名 開催日時 対象 定員 費用 申込開始日

毎週火曜日 未就園児 前半後半 役所に申込

10:00～12:00 親子 各6組 334-6323

毎週火曜日（9日は休会）

13:30～16:00

健康体操 4日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 7月7日

ごんたカフェ 13日（土）13:30～15:00 65歳以上 15名 無料 7月16日

脳トレ＆タオル体操 19日（金）13:30～15:00 65歳以上 25名 無料 7月15日

おはなし村 20日（土）11:00～11:30 2歳以上 15名 無料 7月16日

子どもいきいきクラブ 27日（土）10:00～11:20 小学生低学年 15名 500円 6月25日

健康体操 1日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 8月4日

毎週火曜日 未就園児 前半後半 役所に申込

10:00～12:00 親子 各6組 334-6323

毎週火曜日

13:30～16:30

ごんたカフェ 10日（土）13:30～15:00 65歳以上 15名 無料 8月13日

おはなし村 17日（土）11:00～11:30 2歳以上 15名 無料 8月20日

高齢者向け住まいの探し方・選び方 22日（木）15:00～16:30 どなたでも 25名 無料 8月17日

子どもいきいきクラブ 24日（土）10:00～11:20 小学生低学年 15名 500円 6月25日

ごんたカフェギター 24日（土）13:30～15:00 65歳以上 20名 無料 8月24日

ふろしきで素敵にエコラッピング 29日（木）10:00～11:30 20代～50代の方 10名 500円 8月24日

直接来館

子育て相談

直接来館

8月

9月

子育て相談

パソコン相談会 どなたでも

パソコン相談会 どなたでも

無料

無料

無料特になし

無料特になし

自主事業 予定表

コミュニティハウスご利用サークルの作品・地域の学校の生徒さんの作品等を

展示します。コロナ禍でも活動を推進され、素敵な作品がたくさん生まれています。

どうぞ皆様、お楽しみに！！ ご来館をお待ちしています。

１０月１４日（金） ９時～１７時 １０月１５日（土） ９時～1５時

11月の貸室利用からすべてのサークル・団体の予約を受け付けます。活動時は可能な範囲

でマスクの着用をお願いします。予約受付は9月1日9時～19日16時まで(20日は休館日)

日 時 ：9月29日(木) 10:00～11:30

対 象 ：20代～50代のどなたでも

定 員 ：10名（先着順）

参加費：500円（風呂敷き代3枚含む）

持ち物：マスク、飲み物、上履き、下足袋

ペットボトル(500ml)、ティッシュボックス

申込み：8月24日(水）より電話・来館にて

包んで、結んで、楽しいふろしき活用術を学びます。

講 師 ：菊池 靖子先生
(ラッピング協会・ふろしき研究会講師)

＜ふろしきで素敵にエコラッピング＞のお知らせ

＜作品展＞のお知らせ

※風呂敷きは先生が美品3枚(50cm・69cm・90cm)を準備

持参されたペットボトル・ティッシュボックスを包みます

110cm以上の特大サイズをお持ちの方はご持参ください！



当月の情報は7/15現在の状況です。 今後、状況により変更する場合があります。

引き続き、入館時の<マスク着用＞・＜アルコール消毒＞・＜3密回避＞のご協力をお願いします。

最新の情報は当施設ホームページにもアップします。

ご利用前にご確認ください。

〔図書名〕 〔対象・著者〕 内　　容

あきらめません 垣谷　美雨 セカンドライフを夫の田舎へ移住。市会議員に立候補、多世代の仲間と様々な問題に立ち向かう

宙ごはん 町田そのこ 宙には二人の母が。事情で産みの母に預けられるが放任。だが「私を頼って」という人が現れる

夏の体温 瀬尾まいこ 「出会い」がもたらす奇跡を描いた全三篇。経過観察の瑛介と検査入院の壮太の短い夏物語 他

捨てない生きかた 五木　寛之 捨てる身軽さよりも捨てない豊かさを。「コロナ以後の新時代」を生きる逆転の発想

カレーの時間 寺地はるな 僕の祖父には秘密があった。終戦後と現在、「カレー」がつなぐ絶品からうま長編小説

８月 新刊図書のご案内 8月1日(月)より予約・貸出受付開始

当館に関するご意見・ご要望・苦情相談はご意見箱・電話でも受け付けています。

お問い合わせは☎713-6625へ

※9月新刊図書は8月25日に館内に貼りだし、9月1日より予約・貸出受付開始します。

対 象 ： 65歳以上

定 員 ：15名、ギター演奏会は20名

参加費：無料

持ち物 ：マスク、飲み物、上履き、下足袋

＜９月の予定＞ ＜１０月の予定＞

10月8日(土)13:30～15:00

★スポーツレクリエーション

高齢者向け住まいの探し方・選び方

～コロナ禍における施設の状況と見学の留意点～

9月22日(木) 15:00～16:30
講師：後藤 拓氏（介護相談員）

脊柱管狭窄症について知ろう

10～12月 土曜日 10：00～11：20
10/29 体いきいき 「からだポカポカ♥免疫力アップ教室」

11/26 脳がいきいき「五感を刺激！アートプログラム」

12/24 ココロいきいき「昔ながらの・・・だけじゃない遊びの場」
参加対象 ： 小学生低学年（原則１～２年生まで）

定 員 ： 15名

申 込 み ： 9月24日（土）より電話・来館にて

（3回通しての参加がおすすめです）

★内容の詳細は館内のチラシ・HPをご覧ください★

参加費

１回５００円

9月・10月の＜ごんたカフェ＞

9月10日(土)13:30～15:00

★ボッチャ (今井地域ケアプラザ共催)

～ボールを使った簡単なスポーツです～

申込み：8月13日(土)より電話・来館にて

9月24日(土)13:30～15:00

★ギター演奏会 (ギターサークルの皆さん）

～ギター演奏＆皆さんで合唱♫～

申込み：8月24日(水)より電話・来館にて

<紙芝居>を楽しんで下さい！

9月17日 10月22日
いずれも土曜日 11:00～11:30

今井地域ケアプラザ共催事業

～脊柱管狭窄症の原因と治療・上手に

付き合うための暮らしの工夫について～

10月22日(土) 14:30～16:00
講師：横山 正先生（晃徳会 横山医院 医師）

森 敦子先生（ 〃 理学療法士）

9月15日(木)より電話・来館にて申込み

9月・10月の＜おはなし村＞ ＜子どもいきいきクラブ＞

せきちゅうかんきょうさくしょう

いずれも申込み先着25名、参加費は無料

8月は20日(土)開催！

体操があるので飲み物持参、動きやすい服装でご参加を！
ご興味のあるどなたでもご参加できます

～２歳以上小学生・大人まで
ご参加いただけます～

マスク着用、上履き・下足袋をお持ちください

～みんなで楽しくカーリング・ダーツ…～

申込み：9月10日(土)より電話・来館にて


