
休館日 水曜日・祝

日・年末年始（水

曜が祝日の時は翌

木曜日も休館） 

 

 
【日 時】  ４月２６日（金） 10時～12時 
【内 容】  ハーブやお花でかざったウエルカムボード 

        を作ります。 

【対 象】   どなたでも    【定 員】  20名 

【講 師】   大塚益美さん 

【参加費】  ４００円（材料代） 

【もってくるもの】  とくにありません 
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岡山市立北公民館 

〒700-0081 岡山市北区津島東一丁目３－１４ 

Tel・Fax (086)254-4633 

e メール kitakouminkan@city.okayama.lg.jp 

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kita/index.html. 

次号の公民館だよりは５月１８日（土）の発行予定です。 

5 月 20 日（月） 14 時～16時 

内容：体力ＵＰ！自宅でできる効果的な運動 

体操をしたり、健康に関するお話を聴いたり 

しながら楽しい時間を過ごしましょう。水分 

補給用の飲み物を持ってご参加ください。 

地域ぐるみで子育て支援を！ 
０歳児から参加 OK。子育て仲間や支えてくれ 

る人と地域でつながりあっていきましょう  
☆子育てサロン あったかひろば 

〔第 1 月曜日開催、５月は第１火曜日〕 

♡５月７日（火）10 時～12 時 

支援スタッフ 御野学区愛育委員会 

※紙でつくる簡単おもちゃも作ります。 

 

☆子育てひろば Orange Room 
〔第３火曜日開催〕 

♡５月２１日（火）10 時～12 時 

支援スタッフ 岡北学区在住の子育て支援者 

 

 

 ジェントルマン生きがい喫茶  

〔第 2土曜日開催〕 

5 月 11 日（火）13 時～15 時 

参加費 ：１００円（コーヒーと菓子付） 

男同士で安心して自由に語れる場です。 

聴くだけも OK♡  

 

楽しいひまわりの会（全６回） 
〈第１回〉 

5 月 16 日（木） 10 時～12時 

内容：ノルディックウォークを通して、健康で元気な体をつ

くりましょう。 

場所：北公民館 美術工芸室（集合） 

定員：30 人 

参加費：200 円（保険代含む） 

☆ポールをレンタルする方は、レンタル料 1 回 500 円が 

必要です。5 月 10 日（金）までにお申込みください。 

  

  
 

〈第 1 回〉 

5 月 21 日（火）13 時～15 時 

内容：正宗白鳥 

講師：吉備路文学館 

副館長 熊代正英さん 

参加費：無料 

 

 

6 月 8 日（土） 10 時～12 時 

場所：北公民館 美術工芸室 定員：20 人 

対象：小学校～大人まで 

（小学校 2 年生以下は保護者同伴でしたら可） 

参加費：無料 

持参物：毛糸（アクリル 100％、はさみ） 

ごみ減量・リサイクル推進週間公民館講座 

ふれあい介護予防センター主催 

 

〈第１回〉 

４月 26 日（金） 10 時～12時 

内容：ハーブや花で飾ったウエルカムボードを作

ります。 

対象：どなたでも 

定員：20 人 

講師：大塚益美さん 

参加費：400 円（材料代） 

持参物：とくにありません 

 

（全１０回） 

（全１０回） 
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パソコン教室をコース毎に行っています。 

5 月は次の 3 コースです。 

☆楽しいパソコン 

文字入力・文字の大きさ・色を変える・ 

ワードアート・テキストボックスの使い方 

5 月 6 日、13 日、20 日（月）14 時～16 時 

☆WORD初級コース 

文字入力・校正・画像の挿入・作品の印刷 

5 月 7 日、14 日、21 日（火）14 時～16 時 

☆楽しいはがき 

文字入力・ワードアート・テキストボックス・表の

作成・図形描画・カレンダー作成など 

5 月 9 日、23 日、30 日（木）14 時～16 時 

対象：自分で使用できるパソコンをお持ちの方 

パソコンの基礎・文字入力程度はできる方、マ

ウスがスムーズに使えるかた（WORD 初級・

楽しいはがき） 

資料代他：1,500 円（500 円×3 回 前納） 

定員：13 名（先着順） 

申込：第 1 回目午前中までにお申し込みください。 

※今月のみ各コース 3 回（通常は 4 回） 

 

 

 図書の貸出  一度に一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。 

水辺にはどんな生き物がいるのかな？いっしょに 

観察してみよう。楽しい水遊びの時間もあるよ！ 

６月２日（日） 10 時～14 時 30分 

場所：百間川 せせらぎ広場 

参加費：１00 円（保険代含む、子どもも大人も同額） 

対象：5 歳以上～大人まで    定員：20 人（先着順） 

（ただし、小学 3 年生以下は必ず保護者同伴） 

   
 

この度、北公民館を退職いたしました。在職中は皆様方に大変お世話になりました。 

振り返ってみますと、公民館で様々な人々と出会い、一緒に活動をしながら、人とのつながりを広げた

り深めたりすることができました。特に、岡北中学校から北公民館に場所を変えて実施した公民館まつり

は一体感が感じられて印象に残っています。 

また、自分がやってみたい、知りたいと興味を持ったことをたくさん学ぶことができ、自分の視野を広

げることができました。 

公民館で出会う人生の先輩方の姿は、生き方の手本ともなりました。 

勤務し初めの頃、来館者の方が、「館長さん、公民館っていいところよ。一緒に活動する人と友達にな

ったり話したり、楽しいわ。」また、ある方は「公民館は私の生きがいの場よ。公民館がなければ行くと

ころがないもの。館長の仕事ってやりがいがあるよ。」と話してくださいましたが、この 6 年間の公民館

勤務で「公民館は本当に素晴らしい場所」だと実感しました。皆様の笑顔と励ましのおかげで、充実した

時を過ごすことができました。北公民館で得たものを今後の人生に生かしていきたいと思っています。 

最後になりましたが、北公民館のますますのご発展と皆様方のご健勝とご多幸をお祈りして、退任の挨

拶といたします。誠にありがとうございました。 

元北公民館長 安達 智子 

 

短い期間でしたが、大変お世話に

なりありがとうございました。この

度、岡南公民館に異動になりまし

た。 

岡北学区のますますのご発展と皆

様のご活躍を心よりお祈り申し上

げます。 

公民館嘱託主事 大脇 和子 

外 で あ そ ぼ ！ 

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が聞

けるよ！みんなできてね。 

６月１日（土） 14 時～15 時 30分 

テーマ：みらいにたねをまこう！ 

～ゆめをえがいて～ 
場所：北公民館 福祉室 

申込しめきり：5 月２7 日（月） 

主催：子ども読書フェスティバル実行委員会 

 

～水辺の生き物しらべ～ 

皆さんはじめまして。４月より安達智子館長の後任として北公民館に着任いたしました三宅千加子と

申します。３月まで、岡北中学校区の地域の皆様に支えていただきながら、牧石小学校で６年間お世話

になっていました。今までにできたつながりを大切にしながら、新たな出会いを楽しみにがんばります。 

まだまだ不慣れで、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、「笑顔と挨拶がとびかう北公民

館」をキャッチフレーズに、利用される皆さんが、笑顔で挨拶を交わし合ったり、さわやかな気持ちで

活動したりして、また来ようと思っていただける公民館になるよう努めてまいります。 

 地域の皆様や公民館を利用される皆様、また公民館活動をご支援くださる皆様、どうぞよろしくお願

いいたします。 

北公民館長 三宅 千加子 

 

はじめまして。四月より公民館嘱

託職員として着任いたしました。

本職務に携わりますのは初めての

ことで、戸惑いながらの毎日です

が、皆様からのご指導を賜り、一

日でも早く慣れてお役にたてるよ

う頑張ってまいりますので、宜し

くお願いいたします。 

公民館嘱託主事 三好 美佐子 


