
杉本　ヒサ子 88-0540

御手洗　美矢子 88-2172

五郎丸　美代子 88-2033

長岡　美紀江 88-1806

松原　絹枝 88-0742

大谷　允邦 88-0344

水津　みさほ 88-2046

有馬　定子 88-0259

形山　長朗 88-0297

河野　芳子 88-0678

中村　京子 88-0530

杉村　淳子 88-0080

中村　勝彦 0833-53-0181

前田　富子 88-0199

☆地域にお知らせしたい情報がありましたら、お気軽に公民館までお寄せください！

講座名 開催日 代表者（連絡先）講座名 開催日 代表者（連絡先）講座名 開催日 代表者（連絡先）講座名 開催日 代表者（連絡先）対象対象対象対象時間時間時間時間

手芸教室 第1月曜日   9:00～12:00 ＪＡ女性部会員

生花グループ 第2・４月曜日 13:00～15:00 一般

須々万洋裁クラブ 毎週火曜日   9:30～12:00 一般

絵手紙教室 第2・４火曜日 10:00～12:00 一般

ほっとキルトサークル 第1・３火曜日 10:00～12:00 一般

ふれあいフォークダンス 毎週水曜日 13:00～16:00 みどり連合会会員

ぱそこんフレンズ 毎週水曜日   9:30～16:00 一般

須々万陶芸教室 第1・３木曜日 10:00～15:00 一般

ふれあい歌の会 第4水曜日 10:00～12:00 みどり連合会会員

毎週金曜日 12:30～16:30 一般

健康体操マロン沼城 毎週金曜日 10:00～12:00 一般

会場：「須々万公民館」　TEL 88-0001　【平成27年4月1日現在】

【お知らせ】 公民館講座グループ　受講生募集！！ 須々万地区　3月末現在
人　口　 4,869人
　　男性 2,334人
　　女性 2,535人

世帯数　2,102世帯

葉桜会（俳句） 毎月６・１６・２６日 13:30～15:30 一般

子ども将棋教室 第1・３日曜日 10:00～11:30 小・中学生～一般

手づくり編物・手芸 第1・３金曜日   9:30～15:00 一般

緑扇会（舞踊）

平成２７年度

須々万公民館だより
第2４号 発行：平成2７年４月1５日第2４号 発行：平成2７年４月1５日第2４号 発行：平成2７年４月1５日第2４号 発行：平成2７年４月1５日

新年度新年度新年度新年度！！！！ 何か新しいこと始めてみませんか何か新しいこと始めてみませんか何か新しいこと始めてみませんか何か新しいこと始めてみませんか！？！？！？！？

須々万公民館と改善センターでは『公民館講座グループ』が須々万公民館と改善センターでは『公民館講座グループ』が須々万公民館と改善センターでは『公民館講座グループ』が須々万公民館と改善センターでは『公民館講座グループ』が

様々な活動を行っています。様々な活動を行っています。様々な活動を行っています。様々な活動を行っています。

各講座活動は講座生の自主運営により行われています。各講座活動は講座生の自主運営により行われています。各講座活動は講座生の自主運営により行われています。各講座活動は講座生の自主運営により行われています。

お申込み、お問合せは、各講座の「代表者（連絡先）」へお申込み、お問合せは、各講座の「代表者（連絡先）」へお申込み、お問合せは、各講座の「代表者（連絡先）」へお申込み、お問合せは、各講座の「代表者（連絡先）」へ

ご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。



【地域から】【地域から】【地域から】【地域から】

平成26年度 火災予防作品「防火標語の部（65歳以上）」

優秀作品賞受賞　吉国　嘉則さん（須々万みどり連合会）

（応募総数：465点）

 2月9日（月）「沼城小学校郷土芸能継承教室」 2月9日（月）「沼城小学校郷土芸能継承教室」 2月9日（月）「沼城小学校郷土芸能継承教室」 2月9日（月）「沼城小学校郷土芸能継承教室」

　沼城小学校3年生の児童を対象に、須々万地区に伝わる郷土芸能の継承　

を目的とした授業が行われました。

　須々万地区大名行列保存会の皆さんの指導のもと、衣装を身に付けたり

道具に触って動きをまねしたりと、あっという間の2時間でした！

3月24日（火）「須々万中学校 立志式」3月24日（火）「須々万中学校 立志式」3月24日（火）「須々万中学校 立志式」3月24日（火）「須々万中学校 立志式」

須々万中学校2年生が、立志式を行いました！

生徒一人一人が志を書（凧）にしたため、クラス全員の前で読み上げました。

その後、校庭で凧揚げ大会を開き、志は天高く舞い上がりました！

今年もやります！今年もやります！今年もやります！今年もやります！

【人形劇鑑賞会】（劇団ちろりん）　【人形劇鑑賞会】（劇団ちろりん）　【人形劇鑑賞会】（劇団ちろりん）　【人形劇鑑賞会】（劇団ちろりん）　日本昔話「さるかに合戦」日本昔話「さるかに合戦」日本昔話「さるかに合戦」日本昔話「さるかに合戦」

日時 平成27年日時 平成27年日時 平成27年日時 平成27年5月19日5月19日5月19日5月19日（火）１３：００～（約50分）（火）１３：００～（約50分）（火）１３：００～（約50分）（火）１３：００～（約50分）

会場 須々万農村環境改善センター会場 須々万農村環境改善センター会場 須々万農村環境改善センター会場 須々万農村環境改善センター

ぴりりクラブ、須々万母親クラブぴりりクラブ、須々万母親クラブぴりりクラブ、須々万母親クラブぴりりクラブ、須々万母親クラブ

須々万保育園、須々万幼稚園、須々万公民館須々万保育園、須々万幼稚園、須々万公民館須々万保育園、須々万幼稚園、須々万公民館須々万保育園、須々万幼稚園、須々万公民館

※ 申込不要・入場無料です！※ 申込不要・入場無料です！※ 申込不要・入場無料です！※ 申込不要・入場無料です！

「「「「消消消消したはずしたはずしたはずしたはず！　！　！　！　ひとひとひとひと手間手間手間手間かけてかけてかけてかけて　　　　再確認再確認再確認再確認」」」」

主催主催主催主催

ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ

（新）佐伯孝洋 館長

須々万公民館長　兼重館長から ⇒ 佐伯館長にバトンタッチ

 (旧)兼重雅洋 館長

【活動報告】２０１５．１～３月【活動報告】２０１５．１～３月【活動報告】２０１５．１～３月【活動報告】２０１５．１～３月

この度の人事異動により、鹿野総合

支所へ異動することになりました。

4年間という期間でしたが、在任中は、

皆様と貴重な「ふれあい」を経験さ

せていただき、ありがとうございま

した。

皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し

上げまして、ご挨拶とさせていただ

きます。

はじめまして、この度公民館長と

して着任した佐伯と申します。

須々万は、初めてで何もわからな

いことばかりですが、早く皆様の

お名前とお顔を覚えることから始

め、利用しやすい、利用したい公

民館になるように頑張りますので、

よろしくお願いします。



【平成26年度 新着図書】【平成26年度 新着図書】【平成26年度 新着図書】【平成26年度 新着図書】

◎ 九年前の祈り　：　小野正嗣

◎ ホテルローヤル　：　桜木紫乃

◎ サラバ！　上・下　：　西加奈子

◎ 村上海賊の娘　上・下　：　和田竜

◎ 昨夜のカレー、明日のパン　：　木皿泉

◎ 「老年症候群」の診察室超高齢社会を生きる　：　大蔵暢

◎ 日本の大和言葉を美しく話すこころが通じる和の表現　：　高橋こうじ

◎ 人生が変わる片づけのルールズボラでも絶対散らからない！　：　部屋を片づける会

◎ 知ってびっくり！世界のなぞ・ふしぎ物語　：　並木伸一郎

◎ 知ってびっくり！ことわざはじまり物語　：　汐見稔幸

◎ 知ってびっくり！もののはじまり物語　：　汐見稔幸

◎ 知ってびっくり！危険生物のお話　：　今泉忠明

◎ 「なぜ？」に答える科学のお話366　：　長沼毅

◎ 考える力を育てるお話366　：　PHP研究所

◎ 世界を変えた人たち365　：　田島信元

◎ 体つくり運動がもっと楽しくなる小学校コーディネーション運動　：　望月明人

※

【ボランティア募集】【ボランティア募集】【ボランティア募集】【ボランティア募集】

○『須々万公民館だより』発行のお手伝いを募集します！○『須々万公民館だより』発行のお手伝いを募集します！○『須々万公民館だより』発行のお手伝いを募集します！○『須々万公民館だより』発行のお手伝いを募集します！
『須々万公民館だより』の紙面づくり、取材、原稿作成、印刷などを行います。
・現在、4回/年 発行を行っています。
　地域の皆さまで、地域の情報発信をしてみませんか！

○ あいさつ運動立哨指導員を募集します！○ あいさつ運動立哨指導員を募集します！○ あいさつ運動立哨指導員を募集します！○ あいさつ運動立哨指導員を募集します！
児童・生徒が気持よく登校できるように「おはよう！」「おはようございます！」の
声掛けをすることで、子ども達にあいさつの習慣を身に付け、「あいさつの町須々万」
を目指して立哨指導をしてみませんか!
・立哨の日時：毎月第一水曜日の朝7時頃から30分程度
・立哨の場所：ピクロス前交差点

○ 放課後子ども教室運営スタッフを募集します！○ 放課後子ども教室運営スタッフを募集します！○ 放課後子ども教室運営スタッフを募集します！○ 放課後子ども教室運営スタッフを募集します！
沼城小学校児童を対象として、放課後、週末、夏休み等に子ども達と一緒に勉強や
スポーツ、文化活動を行います。
何か指導ができる、宿題を見れる、安全管理のサポートが出来るなど、子ども達と
活動してみませんか！
・活動時間：放課後～2時間程度

 ※ 上記のボランティア活動に興味のある方は下記までご連絡をお願いいたします。

【公民館文庫の借り方】
本を借りる時、返すときに「貸出し帳」に
必要事項を記入してください
※本の貸出期間は2週間までです

公民館文庫新刊入庫！

本を借りる際に「貸出し帳」へ記載のないものが見受けられます。次に借りたいと楽しみに待って
いる方がおりますので、ルールを守って、みんなが気持よく利用できるようにご協力お願いします。

須々万公民館 〒745-0122 周南市大字須々万本郷478-2

Tel：0834-88-0001 / FAX：0834-88-0186 

Ｅ-mail   ：susuma-ko@city.shunan.lg.jp
ブログ ：http://www.shunan310-inakagurasi.com/

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ：http://www.city.shunan.lg.jp/section/00komin/susuma-ko/index.html



会場：須々万農村環境改善センター　TEL 88-2248　【平成27年4月1日現在】

秋重　美津子 88-2125

藤井　妙子 88-0543

山本　文子 88-1360

有井　恵美 88-0541

廣林　安子 88-1025

杉村　勝美 88-0718

河村　照子 88-0175

中村　敏子 88-2184

13:00～14:30 廣谷　久子 88-1923

岸村　静 090-6841-6063

北田　晴志 88-2062

藤井　洋一 88-0669

神杉　憲政 88-0207

※上記講座の代表者（連絡先）は4月1日現在のものです。

4月  1日（水） 須々万保育園入園式 （須々万保育園）

4月  8日（水） 須々万中学校入学式 （須々万中学校）

4月  9日（木） 沼城小学校入学式 （沼城小学校）

4月10日（金） 須々万幼稚園入園式 （須々万幼稚園）

4月11日（土） 第5回 すすまふれあいゴルフ大会 （中須ゴルフ倶楽部）

4月15日（水） 移動図書館“やまびこ号”巡回 （須々万支所）

4月16日（木） 第2回 夢プランわくわく委員会 （須々万公民館）

4月17日（金） まちづくり地区歓送迎会 （須々万公民館）

4月28日（火） 須々万地区自治会連合会総会 （須々万公民館）

【4月行事予定】【4月行事予定】【4月行事予定】【4月行事予定】

☆地域にお知らせしたい情報がありましたら、お気軽に公民館までお寄せください！

講座名 開催日 時間 対象 代表者（連絡先）講座名 開催日 時間 対象 代表者（連絡先）講座名 開催日 時間 対象 代表者（連絡先）講座名 開催日 時間 対象 代表者（連絡先）

子育て支援学級
「親子あそびの広場」

毎週月曜日   9:30～11:30 未就学児とその親

沼城銭太鼓 第1・３月曜日 13:00～16:00 一般

大正琴教室 第2・４月曜日 13:00～15:00 一般

シェイプアップ体操 毎週火曜日 10:00～12:30 一般

須々万歌謡教室 第1・２・３火曜日 13:30～16:00 一般

毎週水曜日（初心者） 10:00～12:00 一般

19:30～21:30 一般

健康からて教室 毎週水曜日 13:00～14:30 一般

安井　冨春 88-1453
世界のﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽと
音楽を楽しむ会

太極拳 毎週木曜日 山本　良子 88-1327
10:00～12:00 一般（初心者）

10:00～13:30 一般（上級者）

英語deからて 毎週水曜日 15:30～17:00 幼児・小学生

毎週木曜日

錦城会
須々万道場（詩吟）

ひょうたん一座
（ダンス・演劇）

毎週土曜日 10:00～12:00 一般

13:30～15:30

ゆる体操

須々万ヨガ教室 毎週金曜日

生命の貯蓄体操
「のびのびクラブ」

毎週木曜日

すずめ会（舞踊） 毎週金曜日   9:00～12:00 一般

一般

囲碁同好会 毎週土曜日 13:00～18:00 一般

卓球同好会 毎週土曜日 18:00～21:30 学生・一般

須々万ジュニア
卓球クラブ

小学生・中学生

毎週月曜日 18:00～21:00

毎週水曜日 18:00～21:00 宇多村　伸幸 88-2694

橋本　憲治 090-1188-5453

毎週土曜日 13:30～18:00

第1・３金曜日 10:00～11:30 一般

一般

第3・４水曜日 19:00～22:00 一般


