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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. 

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) 

 

北
ほく

★北
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 シニアカレッジ 
   歴史や文化について、幅広く学んでみませんか？ 

６月 2３日  バスガイドさんが案内する 

           模擬体験旅行～富士山・富士五湖 

7月 28日 重森三玲と和モダン庭園 

8月 25日 落語を楽しもう 

9月 15日 宮沢賢治と「銀河鉄道の夜」          

 10月 27日 装いと文様について 

          ～岡山藩主池田家伝来の資料から～ 

11月      研修旅行（未定） 

12月 15日 岡山理科大学 恐竜学博物館見学 

 1月 26日 横溝正史ワールドへようこそ 

 2月  9日 吉備津神社と吉備津彦神社の 

温羅伝説の違いをご存じですか？ 

 

【日程】 いずれも火曜日 13時 30分～15時 30分 

【対象】 おおむね 65歳以上  【定員】 ２0名 

【申込】 お電話又は公民館窓口  【参加費】 無料 

次号の公民館だよりは 7 月 1 日発行予定です 

主催講座のご案内 
 

  

連日、新型コロナウイルスに関連した報道がなさ

れ、いつ収束・終息を迎えるのか見通しがつかない

中で不安な日々をお過ごしの方が多いことでしょ

う。 

 公民館の主催講座・クラブ講座の中止及び室使用

の制限が始まってから、日に日に人の声が少なくな

り、寂しい限りです。お一人お一人のお顔を思い浮

かべては、「お元気にされているかな」「皆さんに会

えなくて寂しくされているのではないかな」「早く

以前のように皆さんの笑顔が見たいな」と思う毎日

です。 

 この難局を乗り越え、以前のような活気が公民館

に戻ってくることを職員一同切に願っています。 

 

今後の主催講座・クラブ等 
事業再開について 

 

今後の主催講座・クラブにつきましては、「岡山市

立公民館における新型コロナウイルス感染症対策

指針」を参考に感染防止対策を行うことを条件とし

て、再開を検討します。感染防止策について、講師

の方やクラブ生全員の共通理解や徹底を図ること

を前提にいたします。 

室貸与につきましては、「密閉」「密集」「密接」の

三条件が重なる活動は、中止とさせていただきま

す。 

図書の貸し出し、市民窓口サービス業務につき

ましては、通常通り行います。 

詳しくは、北公民館ホームページ又は北公民館へ

お問い合わせください。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

❁北’s room❁ 
好きがつながり 笑顔広がるキタズルーム 

  物づくりを通して、地域の様々な世代の人たちと 

公民館で交流しませんか？ 

９月 2５日  お野菜たちのサシェ（置き匂い袋） 

          （持ち物）針・糸（りんごを作る人は赤い糸） 

はさみ 

材料代 300円 

11 月 2７日 絵手紙 

            (持ち物)雑巾 1枚 材料代 100円 

  ２月 2６日 料理 簡単でおいしいチーズケーキ 

            （持ち物）エプロン・三角巾・ふきん 2枚 

             材料代 600円 

【日 程】 第 4金曜日 いずれも 10時～12時 

【対 象】 どなたでも  【定員】 各 10名 

【受講料】 無料 【申込み】 お電話又は公民館窓口 

※新型コロナウイルスの感染症対策のため、内容等

を変更する場合もありますので、ご了承ください。 
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図書の貸出 一度に一人 5冊まで、2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。 

 

     

        《お知らせ》 
 

「開館 30 周年記念誌」・「こうほく ESD 通信」 

2冊セットをご希望の方に抽選でお渡しいたし 

ます！ 

ご希望の方は、6月 30日（火）までに岡山市立 

北公民館までご連絡ください。 

冊子のお渡しにつきましては、抽選後 7月以降 

にこちらから連絡させていただきます。 

両誌とも、見本が受付カウンター前にあります 

ので、ご閲覧ください。 

岡山市ふれあい介護予防センター主催 

岡山市立北公民館後援 

岡北ふれあい元気教室 

   引き続き 6 月も中止にさせていただきます。 

  再開につきましては、今しばらくお待ちください。 

   詳しくは、岡山市ふれあい介護予防センターのホ

ームページ又は、お電話（０８６－２５１－６５１７ 

８：３０～１７：００土・日・祝を除く）へお問い合わせ

ください。 

【参加費】 無料 【場所】 北公民館 1階 福祉室 

【対象】 就園・就学前のお子さんと保護者 

【スタッフ】 御野学区愛育委員会ほか 

 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 

《毎月第１月曜日開催》 

★子育てひろば あったかひろば 

  【日時】 ７月 6日 （月） 10時～12時 

          ★たなばた飾りを作ろう！ 

 

 

 

 

 

《毎月第 3 火曜日開催》 

★子育てひろば Orange Room 

【日時】 ７月 ２１日 （火） 10時～12時 

 

 

 

 

 
※事前申込み不要、時間内の出入り自由です。 

 お気軽にご参加ください。 

◆《地域応援人づくり講座》◆ 

美と健康の免疫力アップ講座 
  家庭でも気軽にできる内容を行います。  

  心も身体も健康生活をめざしませんか。  

  

 7月 21日（火） １３：３０～１５：００ （定員１５人） 

9月  1日（火） 10：00～１２：００（定員 20人）  

10月 20日（火） １３：３０～１５：００（定員１５人）  

2月  1日（月）   9：30～16:30(定員 10名)  

【対 象】 一般    【受講料】 無料 

【申込み】 お電話又は公民館窓口へ 

【参加費】 無料 【場所】 北公民館 1階 福祉室 

【対象】 就園・就学前のお子さんと保護者 

【スタッフ】 岡北学区在住の子育て支援者 

 

《毎月第 2 土曜日開催》 

ジェントルマン生きがい喫茶

Gentleman’s Café 
皆様お元気でお過ごしですか？ 

お会いするのを楽しみにしています！ 

【日時】  ７月 1１日 （土） 10時～1１時 
男同士で安心して語れる場です。 

聞くだけでもOKです。 

今回は飲食なしで、お話を中心に行います。 

水分補給のための飲み物を各自ご持参くだ 

さい。 

 

 

★公民館だよりは、スマートフォンからもご覧いただ

けます。 

  「岡山市立北公民館」で検索または、 

「岡山市ホームページ」のトップページから 

子育て・教育 ― 学びと楽しみ ー 公民館 ―  

北公民館のホームページ ― 公民館だより 

★ホームページのトップページには最新の情報を 

載せていますので、あわせてご覧ください。 

 以下の講座は中止させていただきます。   

●子育てサロンあったかひろば ６月１日（月）   

●子育てひろば Orange Room ６月 1６日（火）  

●ジェントルマン生きがい喫茶 ６月 1３日（土）  

●元気で長生きをめざす！          

ノルディックウォーク岡北ええとこ発見！      

6月 18日（木）7月 16日（木）8月 20日（木）      


