
６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 ６月１日、１５日（月） 

午前１０時～ 

会 場 田上町公民館 講堂 

参加費 無料 

楽しく運動しませんか 

※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 ６月２１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 ６月１３日（土） 午前８時 

原ヶ崎交流センター集合 

内容 「加茂～田上路線バスの旅」 
 
 
 
 
※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。 

 

平成２７年度 夏休み妙高青少年研修 

小中学生が参加する「妙高青尐年研修」で、企画や 

運営に携わるボランティアを募集します。 

「妙高」は小中学校で参加したけど、今回はスタッフ 

として参加したいという方、ご応募待っています！ 

 

日 程 研修（本番） ８月２１日（金）～２３日（日） ２泊３日 

事前研修   ７月３１日（金） 

会 場 国立妙高青尐年自然の家（妙高市） 

内 容 企画・運営、子どもたちのサポート、指導者の補助 

対 象 １６歳から２２歳くらいまでの体力のある方で、 

研修と事前研修の両方に参加可能な方。 

定 員 ６名（応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。） 

謝 礼 １０，０００円（税込） 

その他 食費、交通費は公民館で負担します。 

申込み ６月３０日（火）までに田上町公民館へお申し込みください。 

 

 

 

～妙高の自然を生かしたアドベンチャープログラム～ 
 

日 程 ８月２１日（金）～２３日（日） ２泊３日 

会 場 国立妙高青少年自然の家（妙高市） 

参加費 ７，０００円 
 

くわしい案内は学校から配布されます。 

 

 

親子でシフォンケーキ１台を作って持ち帰ります。 

男の子＆お父さんの参加も大歓迎！ 

日 時 ６月２０日（土） 午前９時３０分～正午 

会 場 コミュニティセンター 

対 象 町内の小学校に通う１年生～６年生と、その保護者 

定 員 親子ペア（大人１名、子ども１名）６組 １２名限定 

参加費 ８００円（材料費など） 

※当日、受付でお支払いください。お釣りの無いようにご用意ください。 

講 師 佐藤 曜子さん 

持ち物 エプロン、三角巾、大きな調理用ボウルを各自でご用意ください。 

ハンドミキサー（電動）を持っている方はご持参ください。 
 

申込方法 ６月１日（月） 午前８時３０分より申込みを受け付けます。 

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。 

生 涯 学 習 情 報 

（田上町公民館だより） 

平成 27年 

6 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。 

大人のためのゼミナール「スローフード」 

 
～懐かしの味～ 梅干し１kg 作ります。 

 

日 時 ６月２７日（土） 午前９時３０分～正午 

会 場 コミュニティセンター 

対 象 １８歳以上の町内在住者 

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。お釣りの無いようにご用意ください。 

講 師 江部 潤一さん 江部 良子さん 

持ち物 エプロン、三角巾、大きな調理用ボウル（赤しそを揉むため）、漬け物樽（5 リットル、上蓋、押し蓋付）、 

布きん用タオル 1枚、マスク、新聞紙１日分 を各自でご用意ください。 
 

申込方法 ６月１日（月） 午前８時３０分より申込みを受け付けます。 

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。 

無添加 
 

田上の梅 

学生スタッフ 

募 集 

小･中学生 参加者募集 
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公民館図書室 新着図書 

公民館図書室 特集 

【自分で作る保存食】 

「梅干し」「らっきょう漬け」「ピクルス」から

「ジャム」の作り方など。漬けて楽しむ四季の

食材。 

【ストレス・うつ】 

「ストレスに強い脳をつくる６つの習慣」 

「思ってたウツとちがう！新型ウツ」 

「困ったときは人に頼ろうヘルプのサインが 

出せる人・出せない人」 

「あなたの家族が「うつ」になったら」 

「うつ病の人の気持ちがわかる本」 

・・・など。 

新潟県薬剤師会 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。 

 

 

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 
1・8・15・22・29（月） 午前 9:30～ 

5・12・19・26（金） 午後 7:00～ 

野草観察 18（木）湯沢アルプの里 午前 8:00～
椿寿荘駐車場集合 

コーラスたがみ 2・9・23（火） 午前 9:30～ 

あるもにあ 
原ヶ崎交流センター 

9・16・23・30（火） 午後 7:30～ 

 4・18（木） 午前 9:30～ 

パッチワーク 4・18（木） 
午前 9:00～ 

午後 7:00～ 

絵画（日本画） 12・26（金） 午前 9:30～ 

水墨画 13・27（土） 午前 9:00～ 

切り絵 4・18（木） 午後 1:30～ 

卓球 町体 2・9・16・23・30（火） 午後 1:00～ 

ヨガ 4・11・18・25（木） 午後 7:30～ 

レクダンス 1・8・15・22・29（月） 午後 1:30～ 

陶芸教室 陶芸棟 3・10・17・24（水） 午前 9:00～ 

 コミセン 5・12・19（金） 午後 1:30～ 

囲碁月例会 7（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書 名 著 者 名  書 名 著 者 名 

殺人犯といっしょ 古川 春秋  
ＮＨＫ趣味の園芸 よくわかる栽培 

１２か月 ラベンダー 
広田 規子 

トライアングル 岡井 崇  はじめて育てる野菜とハーブ 主婦の友社 

警視庁公安第五課 ゼロデイ 福井 和代  季節と香りを楽しむ はじめてのハーブ 阿部 誠 

呪い殺しの村 小島 正樹  ベニシアの庭づくり ﾍﾞﾆｼｱ･ｽﾀﾝﾘｰ･ｽﾐｽ 

火星に住むつもりかい？ 伊坂幸太郎  ベニシアのハーブ便り ﾍﾞﾆｼｱ･ｽﾀﾝﾘｰ･ｽﾐｽ 

レオナルドの扉 真保 裕一  あたらしい アロマテラピー事典 木田 順子 

虹 周防 柳    

夕暮れ密室 村崎 友    

冷たい手 水生 大海    

ドラゴン・オプション 中原 清一郎    

 

大人のためのゼミナール 

 

朝日の観音様 

木もれ陽の遊歩道と菩提寺山を巡る 
 

日 時 ６月８日（月） 
午前８時３０分 ＪＲ古津駅前 集合 

持ち物 雨具、昼食、飲み物、ごみ袋等 

申込み ６月５日（金）までに田上町公民館へ 

お申し込みください。 
※申込みが５名以下の場合は中止。 

 
行程（予定時刻） 

ＪＲ古津駅前 出発(8:45)－普談寺 

－石油の里公園－白玉の滝(昼食) 

－大沢森林公園 

－湯っ多里館駐車場(15:30解散) 

 

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。 

内  容 

・薬の知識 

・漢方薬・薬草 

・高齢者の病気と薬 

・健康管理等全般 

・スポーツと薬 

申込人数 団体、サークルなど少人数でも可 

講  師 新潟県薬剤師会の薬事衛生指導員 

申込方法 

開催予定日の 1 ヶ月前までを目安に田上町公民館にある「薬事衛生指導員

派遣依頼書」に必要事項を記入し、公益財団法人新潟県薬剤師会（025－281

－7735）へ FAX で申し込む。 

くわしくは．．．公益財団法人新潟県薬剤師会（電話 025－281－7730） 

田上町史 販売中！ 

価格 通史編・資料編…   各２，０００円 

セット（通史・資料編）… ３，０００円 
 

発刊日 通史編 平成６年３月２５日発刊 

資料編 平成４年３月３１日発刊 

※お釣りのないよう現金をご用意ください。 

※購入申込みや問合せ、夜間または休日に 

購入したい方は、平日午前８時３０分から 

午後５時１５分までに電話でご連絡ください。 
 
※開館時間は曜日によって異なります。 

事前にご確認ください。 

たがみサニープレイス 

読みきかせ会 

６月１３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。 

お知らせ
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