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■〒700-0081 岡山市北区津島東一丁目３－１４ 

 

■e メール 

■http://www.city.okayama.jp/shisei/0000022493html. 

 

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) 

 

  

次号の公民館だよりは９月 1 日発行予定です 

主催講座のご案内 

❁はじめてのスマホ ❁ 

 持っていると便利なスマホですが、いろいろ機能を 

使いこなすのが難しい一面もあります。これからスマ 

ホを持ちたい方、持っているけど便利な使い方を知 

りたい方、ぜひご参加ください。 

 ①9 月 24 日（金）「スマホの基本的な使い方」 

 ②9 月 30 日（木）「LINE の使い方」 

 ③10 月 5 日（火）

いずれも１０：００～１２：００ 

【受講料】無料 

【持ち物】スマホ（ある人）、筆記用具  

※スマホがない人には貸し出してくださいます。 

【講師】スマホアドバイザー 

【定員】30 名 ※8 月 6 日（金）９：３０から先着順で受付  

サマーキッズチャレンジ２０２１ 
公民館のクラブ講座のみなさんが、いろいろなことを教えてくれます。いろんなことに挑戦してみよう！ 

 内容 日時 対象・定員 持ち物 協力クラブ 

① 
日本舞踊を体
験 

8/2(月)・8/9(月) 
18:30～20:30 

小学生・何人でも ゆかた・腰ひも２本・足
袋なければ靴下・水筒 

日本舞踊正派
若柳流桃保会 

② 
太極拳をやっ
てみよう 

8/5(木)・8/19(木) 
10:15～11:45 

小学３年生以上・
10 人 

タオル・水筒 
 

楊名時健康太
極拳 

③ 
フラダンスに
挑戦 

8/6(金)・8/20(金) 
14:30～16:00 

小・中学生、 
何人でも 

T シャツ・スカート・
水筒 

ホアロハ・フ
ラクラブ 

④ 
ゆかたを 
着てみよう 

8/6(金) 
10:00～12:00 

小学５年生以上・
中学生、５人 

ゆかた・腰ひも２本・
半巾帯・水筒 

着付けとマナ
ー 

⑤ 
うちわを作っ
てみよう 

8/19(木) 
16:30～18:30 

小学生・中学生、
５人 

材料代 250 円・ 
水筒 

中高年のパソ
コン教室 

 事前の申し込みが必要です。窓口または電話でお申し込みください。 

来館者のみなさまへ 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

ご協力をお願いします。 
・来館前に検温をお願いします。体調不良の場合は

来館をご遠慮ください。 

・来館時にはマスクの着用、手指のアルコール消毒

をお願いします。 

・主催講座は人数制限をしています。事前にお申し

込みください。 

※公民館だよりに掲載している講座は、新型コロナ
ウィルスの感染状況により、中止・延期する場合があ
ります。ご了承ください。 

「おもちゃの病院」日程決定 
６月５日に開催予定でしたが、緊急事態宣言

で延期になった「おもちゃの病院」が、以下の
日程に決まりました。詳細は、次号でお知らせ
します。 
【日時】10 月 23 日（土）10：00～14：00 

北
ほく

★北
ほく

 シニアカレッジ 
（全 11 回） 

さまざまな分野について、広く学んでいきます。 
【日時】８月 10 日（火）13:30～15:30 
【内容】「なぜオリエント美術館が岡山に？」 
【講師】四角隆二さん（オリエント美術館学芸員） 
【参加費】無料     【定員】５０名 
【申込】定員に余裕があれば参加していただけま

すので当館にご確認ください。 
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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。 

    

 

【警報発令時の公民館業務について】 

・特別警報・暴風警報・大雪警報が発令した場合は、
主催講座・クラブ講座・室貸与・図書貸し出し等、
全ての業務を停止します。 

・大雨、洪水警報・高潮警報は、通常業務を継続しま
す。但し館の状況により業務を停止する場合があり
ます。 

・公⺠館が避難所として開設された場合は、通常業務 
を見合わせます。また避難に配慮が必要と認められ 
た方を優先して受け入れます。 

岡山市ふれあい介護予防センター主催 

岡北ふれあい元気教室 
      電話での事前申込みが必要です。 

◆８月 2 日（月）14 時～16 時 

 「昔を思い出して脳いきいき♪認知症を予防しよう」 

     ※申し込み受付中 

◆９月６日（月）１４時～１６時 

「食事からフレイルを予防しよう！」  

     ※申込開始日 8/1６（月）～  

【問合せ】岡山市ふれあい介護予防センター 

086-251-6517 8:30～17:00 土・日・祝を除く 

《毎月第 2 土曜日開催》 

ジェントルマン生きがい喫茶 
【日時】 ９月１１日 （土） 10 時～1１時 30 分 
【場所】 2 階 第 1・2 研修室  

【参加費】100 円（コーヒー代） 

9 月からコーヒーを復活する予定ですが、 

新型コロナ感染拡大状況によってはお話だけになります。 

―０歳児から参加ＯＫ！いろんな人と地域で 

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 

 8 月２日（月）10 時～12 時  リトミック  

9 月６日（月）10 時～12 時  情報交換など 

   【参加費】 無料   【場 所】 北公民館 

   【定員】10 組（事前申し込みをお願いします） 

★子育てひろば Orange Room 
8 月 17 日（火）１０時～１２時 助産師もっこさんのお話 

9 月 21 日（火）10 時～12 時 和みヨガ 

   ※持ち物：ヨガマットかバスタオル 

   【参加費】 無料   【場 所】 北公民館 

    ※事前申し込みをお願いします。 

エスディージーズ イレブン  こうほく 

名前が決まりました！「SDGｓ11 岡北」 

～ボランティアメンバーも募集中です！～ 

2012 年から 10 年にわたり、ESD（持続可能な開発

のための教育）の実践グループとして、公民館を拠点

に活動しているグループに名前がつきました。 

今までは「ESD スタッフ会議」と呼んでいましたが、

SDGｓ（持続可能な開発目標）に取り組むグループと

して新たにグループ名を決めました。SDGｓの 17 の

目標のうち 11番目の「住み続けられるまちづくりを」

に特に力を入れて活動したいという思いを込めて

「SDGｓ11」、そして岡北地域で活動するということ

で「岡北」を入れました。ソフト面を中心に地元に根

付いた小さな活動から始めたいと思います。 

現在 5人が公民館職員とともに活動していますが、

一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。

今年度は、「水辺の生き物観察」は緊急事態宣言で中

止になりましたが、夏休みに開催する「楽しい防災基

地づくり」、11 月に「まち歩き」、2月に「うどん作り」

を予定しています。土・日に打ち合わせや行事を行う

ことが多いので、仕事や学校があるけど、 

地域の人と交流したい、何かボランティ 

アしたいという方、ぜひご協力ください。 

きた・北シネマ  

「シャレード」 （1963 年・吹替・113 分） 

ロマンティックでコミカルなサスペンス映画です。 

キャスト：オードリーヘプバーン、ケーリー・グラント 他 

【日時】8 月 31 日（火）１０時～12 時 

【参加費】無料     【定員】20 名（先着順） 

緑のボランティア 活躍中！ 

 6 月から「緑のボランティア」が活動を始めました。現在、 

メンバーは 20 代から 80 代の 9 人です。公民館の玄関 

や東門、図書コーナーから見えるところに花を植えてくだ 

さって、とてもきれいに咲いています。 

公民館南側の緑のカーテンもすくすく育っています。草

抜きや 10 月の花の植え替えなど 

手伝ってくださる方をまだまだ 

募集中です。興味のある方は 

北公民館までご連絡ください。 


