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新 市民センター 2020

“多様化したニーズに対応した

地域づくりの拠点になります！”

5 月 1 日で新元号「令和」になります！
令和 2 年（2020 年）には、新市民センターができあがります。
まだ、もう少し先のようにも思えますが、今年は道路等の造成工事、
そして令和の 2 年になれば、建物の着工・完成になります。
市民の皆様は
『こんなことをしたい』
『このようになるといいな』
など、たくさんの意見をいただ
き、参考にしたいと考えており
ます。よりよい市民センターに
できるよう、皆様のご協力をお
願いいたします。
説明会資料から

民生委員・児童委員活動のお知らせ
｢誰もが笑顔で 安全に 安心して暮らせる社会づくり｣を
めざしております。
◎住民の立場にたって、まちの福祉を担うボランティアです。
◎さまざまな相談に応じ、その課題が解決できるよう、行政機関や
必要な支援への『つなぎ役』になります。
◎安心してご相談下さい。
（守秘義務があり、相談内容が他の人に伝わることはありません）
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地域のできごと・ニュースは遠石市民センターへ（℡２２－０４４２）へ

遠石小学校放課後子供教室のご紹介
放課後子供教室とは、
放課後の子どもたちの安心・安全な
居場所づくりを目的として、地域の方
のご協力を得ながら、子供と一緒に
遊びや交流を行う教室です。

３月は「けん玉」を教えていただきました

令和元年度、遠石小学校を通じて
4 月に募集致します。新一年生は２学期
から募集します。
主な内容(昨年までの参考)は、
当日の宿題指導、押し花作り、紙飛行機
作り、体育館遊び（テニス、トランポリ
ン他）、ミニ門松作り、けん玉等。
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毎年恒例の「といしオリンピック」が開催されます。
今年も、楽しさいっぱいの内容になっています。
是非、みんなで楽しみましょう！
開催日時：５月 19 日(日) ８:30～14：30
場
所：遠石小学校グラウンド(雨天の場合中止)
内
容：遠石地区に住んでいる方々を、地区ごとに東、中、西に
分けて徒競走や玉入れ、綱引き等の種目で競い合いながら
地域住民との交流、絆を深めます！ かき氷 100 円で販売！
主
催：体育振興会
共
催：子ども会育成連絡協議会

周南市コミュニティ推進連絡協議会ホームページに各地区のホットな情報を掲載しています！
http://gokan-furusato.org/community/community.html

自主防災だより
VOL88

災害はいつやってくるかわかりません！
災害時､
『死なないこと、ケガをしないこと』が最大の目標です。
。
、
生活習慣の中に防災対策を取り入れましょう。
□

隣近所の人を知っていて、あいさつをしている。

□

自分の地域の避難場所を知っている。

□

自分の住んでいる周りの特性や危険場所を知っている。

□

家具は配置に気を付けて、固定している。

□

消火器があり、置き場所を知っている。

□

家族が離れ離れになった時、連絡を取り合う方法を
決めている。

□

家族の集合場所を決めている。

□

防災グッズを備えている。

市民センター講座ＰＲコーナー
募集

初心者だって、興味があれば大丈夫です。
どんな人でもうまくなります。
楽しく！歌って、特に声を出すことは･･･
心の健康「腹式呼吸は体の健康」です
教室は和気あいあいで、とても良い雰囲
連絡先
遠石市民センター
皆といっしょに大きな声で歌いましょう･･･
事務局 ☎ 22-0442
楽しい仲間づくりをしてみませんか？
第 1・第 3(月)
10：00～12：00
あなたのお越しをお待ちしております。
気です。まずは体験をしてみて下さい。

男 の 一 品 料 理 教 室

(男性限定)

男性の皆さん、簡単な料理を学んで

募集

みませんか？
「男子料理はみんなを笑顔にする」を
モットーに活動しています。
楽しい仲間づくりをしてみませんか？
食生活改善推進員の美人の４名が講師
としてサポートしていただきます。
どうぞ気楽に参加して下さい。
９２歳の元気なおじいちゃんもいます！
パソコンでご覧になる場合は

≪民児協≫
５月２１日 定例会
６月１８日 定例会
≪趣味クラブ≫
６月 ６日 総会
≪遠石小≫
５月 ８日 集団下校
５月３０日 ６年修学旅行
（～３１日）
６月 ５日 集団下校
６月１３日 ５年社会見学
≪岐陽中≫
５月 ８日 ３年修学旅行
（～１０日）
≪周陽中≫
５月 26 日 ３年修学旅行
（～28 日）

＊チェックを入れなかったところは見直そう

歌 謡 教 室 (男性・女性大歓迎)

5 月～6 月 主な行事

連絡先
遠石市民センター
事務局 ☎ 22-0442
第 3(火)
10：00～12：30

スポーツ
第 10 回周南市空手道連盟杯
選手権大会
キリンビバレッジ周南総合
スポーツセンター
小学４年女子 組手個人戦
２位
西上 智咲
小学５年男子組手個人戦
３位
清水 智崇

第７回こだまでしょうか杯
ながと総合体育館・アリーナ
小学 1・2 年男子 組手個人戦
１位
布村 海琉
小学５・６男子 組手個人戦
3位
布村 奈結羽
遠石小学校
募集
放課後子供教室
地域の方の指導・あそび・交流
ボランティアさん募集！
子供教室では、地域の方の協力
で成り立っています。
ご感心がある方は、是非、遠石
市民センターまで連絡下さい。
☎22-0442

周 南 市コミュニティ推 進 協 議 会

で

地域の情報は、遠石市民センターへ！

3 月 9 日(土)文化祭当日は、お天気にも恵まれ、たくさんの来場
者を迎えることができました。
市民センター講座生による琴、扇舞、詩吟、歌謡、民踊、健康体操
の演芸コーナーでは、日頃の練習成果が発表され、大いに会場は盛
り上がりました。また、遊休品バザーや、うどん、炊きこみごはん、
手作り菓子の販売が行われました。

体験コーナー と
展示コーナー

熱演される演芸発表のみなさん


2 月 28 日(木)遠石地区高齢者慰安会が嶽山荘で開催されました。
約 100 名の方が参加し、演芸、美味しい料理で交流を深めました。。

主催者あいさつ
余興のカラオケ

カラオケ＆
マジック
マジック

＆

