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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) 

 

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/shisei/0000022493html. 

 

次号の公民館だよりは１２月 1 日発行予定です 

公民館事業再開について（10/1～） 

 新型コロナウイルス特措法に基づくまん延防止等重点

措置の解除に伴い、公民館では 10 月 1 日から下記の

通りの対応をしています。引き続き、ご協力をお願いいた

します。感染拡大状況によって、期間延長や対応を変更

する場合があります。ご了承ください。随時、公民館のホ

ームページ、公民館だより等でお知らせします。 

◆開館時間 ９：３０～２１：００に戻します。（日曜は 17 時まで） 

◆特に集団感染防止に注意が必要な活動について 

   基本的な感染防止対策とともに、特別な配慮を行っ 

てください。作成しているチェックリストに基づいて、 

公民館と感染防止対策について確認し、またクラブ生 

全員で確認してください。 

   ・大きな声を出すことや歌うこと  

   ・呼気が激しくなる室内運動や行為 

   ・強く息を吹く楽器を使用する活動    

   ・密接が必須な活動 

   ・飲食をともなう活動 

室貸与も同様です。初めて申し込む方は、使用日の 

2 日前までにチェックリストを提出してください。 

★公民館来館時のお願い★ 

体温チェック、マスクの着用、手指の消毒等、感染症

対策にご協力をお願いします。いずれの講座も定員を設

けていますので、事前の申し込みをお願いします。 

公民館まつりにかわる 
クラブ発表・展示会について 

 従来のような公民館まつりに代えて、クラブ生による

日頃の練習成果を皆さまにご披露したいと思います。

お気軽に足をお運びください。 

【暮らしの書道 A・B】  

11 月 2 日（火） 10 時～15 時 
2 階第 2 講座室 

  作品展示と日頃の練習風景をご覧ください。 

【朗読かざぐるまＡ・Ｂ 】 

11 月 2 日（火）10 時 30 分～11 時 30 分 
2 階第 1・2 研修室 

絵本、エッセイ、小説の朗読の世界をお楽しみください。 

〇「花さき山」        〇「留守番のあとさき」      
〇「鳥の巣屋敷」   〇「若松丈太郎とその詩」 
〇「四月の裏通り」    〇「或る母の話」  

          
【ほのぼの 3Ｂ体操】 
 11 月 11 日（木）10 時 30 分～11 時 30 分 
           2 階第１・２研修室 （定員） 5 名 
  普段の練習風景をご覧ください。 

【楊名
ようめい

時
じ

健康太極拳】 

  11 月 18 日（木）10 時 15 分～11 時 45 分 
1 階福祉室  （定員 13 名） 

  身体を柔らかく、まろやかにゆっくり動かして呼吸、 
動作をひとつにします。気の流れをよくして、心と身体 
が元気になります。体験もできます（5～6 名） 
 
【中高年のらくらくピアノ】 
  11 月 19 日（金）10 時 30 分～11 時 

2 階第 1・2 研修室 
  この度、北公民館まつり分散開催の一つとして、 
ミニ発表会を企画しました。休館などによる限られた 
練習時間でやや未完成なものですが、一生懸命演奏 
したいと考えています。 
三密にならない範囲でご参観ください。 
  （曲目） フォスター・メドレー、少年時代 
  （定員） 最大 20 名 
   ※入退室は第 2 研修室のドアをご利用ください。 

北★北シニアカレッジ 
    様々な分野について、広く学んでいきます。 

【日 時】 １２月１４日 （火）１３時３０分～１５時３０分 

【内 容】 

【講 師】 前岡山県立大学教授  井村 圭壯さん 

【参加費】 無料      【定 員】 ４０名 

スマホ決済を使ってみよう！ 
             共催：岡山市産業政策課 

 スマホ決済のメリットや安全性について学習しませんか。 
【日時】11 月 26 日（金）1３時～1４時 30 分 
【対象】スマホ決済に関心がある方【定員】30 名（先着順） 

【持ち物】筆記用具・自分のスマホ（お持ちの方） 
※11 月 1２日（金）9 時 30 分より受け付けます。 
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《毎月第 2 土曜日開催》 

ジェントルマン生きがい喫茶 
【日時】 １１月１３日 （土） 10 時～12 時 

       場 所： ２階 第 1・第 2 研修室 

          参加費： １00 円(コーヒー代) 

男同士で自由に話ができる場です。 

お話を聞くだけの参加もＯＫです！ 

             事前にお申込みください。 

★子育てひろば あったかひろば 

  11 月 2 日（火）10 時～12 時 大学生と遊ぼう 

   12 月 6 日（月）10 時～12 時 リトミック 

   【参加費】 無料   【場 所】 北公民館 

★子育てひろば Orange Room 
11 月 16 日（火）10 時～12 時  

     助産師もっこさんのお話・情報交換など 

12 月 21 日（火）１０時～１２時  和みヨガ 

    【参加費】 無料    【場 所】 北公民館 

 ※どちらも事前の申込みをお願いします（先着 10 組）。 
時間内の出入りは自由です。お気軽にご参加ください。 
 

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 
     １２月６日（月）１４時～１６時  

「放っておかないで！尿トラブル」 

      ※申込開始日１１/１５（月）～  

【申込み・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 

❁北’s room❁ 
  ♪好きがつながり 笑顔広がるキタズルーム♪ 

        「ポップアップカード」 

    記念日やクリスマス、入学・卒業のお祝いに、 

    手作りのカードを送りませんか？ 

【日時】１１月１２日 （金）１０時～１２時  

【対象】 どなたでも    【定員】 10 名 

【材料代】１５０円      【受講料】 無料  

【持ってくる物】はさみ  

【申込み】電話又は公民館窓口でお申し込みください。 

牧山＆クラインガルテン 

収穫祭のお知らせ 

 牧山地区では 11 月最後の日曜日、クライン 

ガルテンと共同して「収穫祭」を開催いたします。 

 地元で穫れた野菜等の青空市や食べものコーナー

があり、紅白餅の配布 

（先着順）も行う予定 

です。マスクを着用し 

てご来場ください。 

 

開催日時：11 月 28 日（日）10 時～13 時  

                ※雨天中止です 

開催場所： 牧山クラインガルテン ふれあい広場 

主   催： 牧山地区収穫祭実行委員会 

問合せ先： 牧山クラインガルテン 

         TEL086-228-2280 

※新型コロナウイルス感染状況等により、内容の変更
や中止をすることもありますので、クラインガルテ
ンのホームページ等で確認してください。 

ま ち あ る き 
～大原・牟佐の秘密を探ろう！～ 

見慣れているところでも新たな発見があるかも！ 

【日時】 11 月 6 日（土） 10 時～12 時  

【行先】 牟佐大塚古墳・岡山刑務所・岡山県警察 

学校・黄ニラ・パクチーの里・大野原神社・大原橋 

（※約 4 ｷﾛ 刑務所・警察学校は外から見学） 

【対象・定員】 小学生以上の親子 10 組（先着順） 

【参加費】1 人 50 円 

【集合場所・時間】牟佐下バス停（宇野バス）９：５０ 

 ※学校を通じて、ちらしをお配りします。 

   自家用車でのご参加は、ご遠慮ください。 

園 芸 教 室  
～お正月の寄せ植えをしませんか～ 

     お正月用の寄せ植えの実習を行います。 

【日 時】 12 月 13 日（月） 10 時～12 時 

 【対 象】 園芸に興味のある方 【定 員】 15 名 

 【受講料】 無料  

【材料代】 1,500 円（当日集金） 

【持ち物】 ビニール手ぶくろ 

   ※11 月２２日（月）9 時 30 分より受け付けます。 


