
５月の公民館主催定例事業 

「いきいき県民カレッジ」認定事業 

 

健康な身体は、やわっけ筋肉から！ 

日時 ５月１１日、１８日（月） 

午前１０時～ 

会場 田上町公民館 講堂 

参加費 無料 

楽しくストレッチ！ 

※30～40分くらいの軽運動です。 

動きやすい服装、運動靴持参で 

お越しください。 

「いきいき県民カレッジ」認定事業 

自然を満喫＆リフレッシュ！ 

日時 ５月１７日（日） 

午前６時３０分～ 

会場 護摩堂山頂広場 

内容 広場でラジオ体操をします。 

山頂で名簿に名前を記入してく

ださい。 
※雨天等の場合は翌週に延期します。 

実施の有無については午前５時以降に 

役場（57-6222）に電話するか、登山口

に掲示する看板でご確認ください。 

 

 

元気モリモリの小学生集まれ～！ 

日時 ５月３０日（土） 

午前９時３０分～ 

会場 田上町公民館 

内容 「デコパージュをやってみよう！」 
 
 
※くわしくは、学校から配布される 

「ゆうゆうのおたより」を見てね。 

 

ハーブが庭にあるけれど、活用の仕方がわからないという方に。 

個々特徴や、手軽に生活にハーブを取り入れるコツを学べます。

ナチュラルでやさしいハーブせっけん作りも体験。       

ハーブの魅力を知ることで毎日がもっと楽しくなります。    

ホッと一息、まずは美味しいハーブティーを飲みましょう。   

 

日 時 ６月７日(日) 午前１０時～正午 

会 場 コミュニティセンター 

対 象 １８歳以上町内在住者 

定 員 ２０名（申込みが５名以下の場合は中止） 

参加費 １，０００円（材料費など） 

※当日、受付でお支払いください。お釣りのないようにご用意ください。 

講 師 永嶋 節子さん（JHS認定上級ハーブインストラクター） 

持ち物 エプロン、新聞紙１日分 

 

申込み ５月１１日（月） 午前８時３０分より申し込みを受け付けます。 
（時間前の申し込みはお受けできません。） 

 

田上町公民館へ電話にてお申し込みください。定員になり次第、

締め切りとなります。 

大人のためのゼミナール「暮らしを楽しむ」 

 
 

大人のためのゼミナール「暮らしを楽しむ」 

参加者募集！ 
 

ゴールデンウィーク中の 

開館時間について 
４月２９日 

５月３日、４日、５日、６日 
 
午前９時から午後４時までとなります。 

 

生 涯 学 習 情 報 

（田上町公民館だより） 

平成 27年 

5 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せ 田上町公民館 電話 57-3114 
※この情報誌は、公民館主催・後援事業の他、各種団体が行う生涯学習事業について掲載しています。 

申込・問合せは、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まででお願いします。 

公民館長就任のご挨拶 
田上町公民館長 会田 一 

公民館の利用は、減少傾向にあるとの話が聞かれます。その１つの

要因が利用者の高齢化です。 

利用者の拡大、新たなサークルの立ち上げなど、公民館として皆様

の活動を支援する具体策を打ち出していかなければならないと感じ

ています。 
 
・生活のなかで気軽に人々が集うことができる場です。（つどうこと） 

・自らの興味関心に基づいて、また社会の要請にこたえるための知識や技術を学ぶための 

場です。（まなぶこと） 

・地域のさまざまな機関や団体の間にネットワークを形成します。（むすぶこと） 
 
住民同士が、「つどう」「まなぶ」「むすぶ」ことを促し、人づくり・地域づくりに貢献して

まいりますので、ぜひ大勢の方に利用してくださるよう、よろしくお願いします。 

[新着図書]抜粋 

書 名 著者名 

寝たきり老人になりたくないなら 

大腰筋を鍛えなさい 
久野譜也 

池上彰が読む「イスラム」世界 池上彰 

地方消滅 増田寛也 

鹿の王 上・下 上橋菜穂子 

精鋭 今野敏 

いなくなった私へ 辻堂ゆめ 

女王はかえらない 降田天 

火花 又吉直樹 

暗闇・キッス・それだけで 森博嗣 

 

 

公民館図書室からのお知らせ 

利用時間 

月曜日 午前９時～午後５時 

火～金 午前９時～午後７時 

土日祝 午前９時～午後４時 
 

１人につき３冊、貸出期間は２週間です。 
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趣味の教室 はじめての方、大歓迎です。 

趣味の教室は自主運営サークルです。 

趣味の教室 開 催 日 時 間 

書 道 
11・18・25（月） 午前 9:30～ 

1・15・22・29（金） 午後 7:00～ 

野草観察 14（木）長岡丘陵公園 午前 9:10～ 
長岡駅改札口集合 

コーラスたがみ 12・19・26（火） 午前 9:30～ 

あるもにあ 
原ヶ崎交流センター 

12・19・26（火） 午後 7:30～ 

9・23（土） 午前 9:30～ 

 7・21（木） 午前 9:30～ 

パッチワーク 
昼 7・21（木） 午前 9:00～ 

夜 7・21（木） 午後 7:00～ 

絵画（日本画） 8・22（金） 午前 9:30～ 

水墨画 9・23（土） 午前 9:00～ 

切り絵 7・21（木） 午後 1:30～ 

卓球 町体 5・12・19・26（火） 午後 1:00～ 

ヨガ 7・14・21・28（木） 午後 7:30～ 

レクダンス 11・18・25（月） 午後 1:30～ 

陶芸教室 陶芸棟 13・20・27（水） 午前 9:00～ 

 コミセン 1・8・15・22・29(金) 午後 1:30～ 

囲碁月例会 3（日） 午前 9:30～ 

※会場が明記されていない教室は、田上町公民館が会場です。 

New Lesson!! 
「キレイになるヨガ」 

内側からカラダを活性化、強くしなやかに 

心身ともにキレイになっていきましょう。 
 
日 時 木曜日 午後７時３０分～８時４５分 

会 場 田上町公民館 

指 導 ASAKO 

月 謝 １〃５００円 

見学や体験は随時行っています。 

問合せ 横山（０８０-５３７３-２０２１） 

石橋（５７‐４７４３） 

たがみサニープレイス 

読みきかせ会 

５月９日(土) 午前１１時～ 

＜原ヶ崎交流センター図書コーナー＞ 
 

読み聞かせボランティアによる３０分程度の 

読み聞かせ会です。お気軽にご参加ください。 

切り絵サークル 

指を使うことで認知症の予防になるかも？ 

興味のある方は見学に来てみませんか。 
 

活動日 第１・３木曜日 

時 間 午後 1 時 30 分～4 時 

会 場 田上町公民館 

会 費 1,000 円 

問合せ 水信（57－2089） 

男の料理教室 

「男の料理教室」では、新規参加者を募集しま

す。料理に興味のある方、ぜひご参加ください。 

活動日 第２水曜日(毎月１回) 

時 間 午前９時３０分～午後２時 

会 場 コミュニティセンター 

募 集 5 名（先着順） 

申込み･問合せ 藤井（57‐３６０９） 

スポーツ・文化振興 ほう賞制度 

田上町に在住し、個人もしくは団体で全国

大会以上の競技会に参加、または全国規模以

上の審査会、発表会に出場した方へ、町から

報賞金を差し上げます。 

田上町公民館に所定の用紙がありますの

で、必要事項を記入し大会要項（出場が確認

できる書類）を添付の上、ご提出ください。 
 

問合せ 田上町公民館（TEL57－3114） 

第１６回 

フレンドリーコンサート 

日 時 ９月１３日（日） 午前 

会 場 加茂文化会館 大ホール 

参加費 3,000 円（1 人） 

締 切 ５月３０日（土） 

申込み・問合せ 田上町音楽指導者の会 

馬場（080-6818-2883） 

参加者募集 

参加者募集 

参加者募集 

参加者募集 

野球大会総合開会式 

さわやかに晴れた青空のもと、羽生田野

球場には、田上ベースボールクラブ、田上

中学校野球部を含めた 1２チームが一堂に

集いました。 

田上中学校野球部主将の吉田海児さんが 

「野球ができることに感謝し、野球を楽し

み、野球を愛し、最後まで一生懸命プレー

する」という力強い選手宣誓を行いました。 

新潟県消費生活支援センター出前講座 

地域のグループなどで自主的に取り組む講座や学習会に講師が出向きます。ぜひご活用ください。 

テーマ だまされないで！悪質商法 
セカンドライフの生活設計 

～退職後のマネープラン～ 

内 容 

悪質商法の被害にあわないために、また、被

害にあってしまった場合の対処法について、契

約の基礎知識やクーリング･オフなどを含めて学

習します。 

退職後の生活設計や保険、必要なお金のことな

ど、役立つ情報を学習します。 

申込 

人数 
１０人以上 １５人以上 

講 師 消費生活サポーター 新潟県金融広報委員会 金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

申込 

方法 

田上町公民館にある「講師派遣申込書｣に 

必要事項を記入し、新潟県消費者協会事務

局（025-281-5558）へ FAXで申し込む。 

田上町公民館にある「講師派遣申込書｣に 

必要事項を記入し、新潟県金融広報委員会事務

局（025-227-1136）へ FAXで申し込む。 

くわしくは...新潟県消費生活センター（電話 ０２５－２８１－５５１６） 

 

＜登録するのを忘れた…という方＞ 
 
田上町公民館までご連絡ください。その場合、学校

名・学年・組・お子さんの名前・保護者名・連絡先を

教えてください。次回から学校を通じておたよりを 

配布します。 

ゆうゆう教室 始まりました!

今年度も色々な体験ができるように

計画をしています。元気な小学生の参加

をまっています！ 


