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～転ばんように！筋運アップせえへんでぇ～ ～コロナをぶっとばせ！～

～みんなでいっぱい笑いましょう♪～

【開催日時】受付：13：00から　13：30から15：00まで

「いつまでも健康でいきいきと暮らす」ために！

【開催場所】北島町役場　7階　大ホール
【参 加 費】無料
【対 象 者】北島町内在住の65歳以上の方
【準 備 物】動きやすい服装、飲み物（水分補給用）、大きめの
　　　　　 タオル、マット（バスタオルで可）
【定　　員】先着45名
【講　　師】健康運動指導士　　幸田　貴美子 氏
【申 込 先】４月６日（火）から４月15日（木）までに、下記まで
　　　　　　お申し込みください。※受付時間8：30から17：00まで

⑨ 令和 3年12月21日(火)

⑩ 令和 4年 1月18日(火)

⑪ 令和 4年 2月 1日(火)

⑫ 令和 4年 3月22日(火)

① 令和 3年 4月27日(火) 

② 令和 3年 6月 1日(火)

③ 令和 3年 6月22日(火)

④ 令和 3年 7月27日(火)

⑤ 令和 3年 8月24日(火)

⑥ 令和 3年 9月28日(火)

⑦ 令和 3年10月26日(火)

⑧ 令和 3年11月30日(火)

※５月11日・12月14日には、Inbody（体組成計）による身体測定（筋肉量等測定）を行います。

寝たきりの原因になる筋力の低下と転倒を防ぐための
筋力アップ運動や軽快なリズムに合わせたステップ運
動、脳トレを交えた動きなど、楽しみながら体を鍛え
られます。日程は下記により開催致します。

「いつまでも健康でいきいきと暮らす」ことをめざして！
毎日歩いていても、正しく歩いていますか？正しく歩く事で腰
痛や肩こりの 改善につながります。正しい歩き方を習得して、
体幹を強くしましょう！「きたじまウォーキング講習会」を下
記のとおり開催いたします。

の
運
え

【開催日時】受付：9：30から　10：00から11：30まで

【開催場所】北島北公園総合体育館及びグラウンド
【参 加 費】無料
【対 象 者】北島町内在住の65歳以上の方
【準 備 物】動きやすい服装、履き慣れた靴（体育館用・グラウンド用）
　　　　　　飲み物（水分補給用）、汗ふきタオル
【定 　 員】先着30名
【講　　師】健康運動指導士　　川島　歩 氏
【申 込 先】４月６日（火）から４月15日（木）までに、下記まで
　　　　　　お申し込みください。※受付時間8：30から17：00まで

きたじま
ウォーキング講習会

筋運アップ講習会

開催について（ご案内）

【開催日時】受付：9：15から　9：30開始

【開催場所】北島町保健相談センター
　　　　　　調理室・研修室
【参 加 費】  １回　700円（当日集金いたします。）
【準 備 物】  エプロン・三角巾（バンダナ等）・筆記用具
【対 象 者】  北島町内在住の65歳以上の男性
【定　　員】  先着：30名
【講　　師】  四国大学教員　　管理栄養士 
【申 込 先】７月５日（月）から７月22日（木）までに、
　　　　　　下記までお申し込みください。 

【開催場所】北島町役場７階　大ホール　他
【参 加 費】無　料（講座によって材料代が必要となります。）   
【準 備 物】動きやすい服装、飲み物（水分補給用）、タオル
【対 象 者】北島町内在住の65歳以上の方  
【定　　員】各地区　年間受講生　先着40名
【申 込 先】３月15日（月）から３月26日（金）までに、
　　　　　　下記までお申し込みください。　　　　　　　　
【備　　考】・ご参加の方で送迎希望の方は、下記までお申し込みください。
　　　　　　・開催日は、祝日等により多少変更あります。詳しい日
　　　　　　　程については、 お申込時にお渡しいたします。

 令和３年 9 月21日（火）
 令和３年10月19日（火）
 令和３年12月22日（水）

減塩・野菜たっぷり料理
調理実習

開催日 内　　　容

野菜摂取量が少ないと言われる徳島県、減塩調味料を
使って、野菜をたっぷり摂取する料理教室を開催いた
します。
北島町内在住の65歳以上の男性を対象として、下記の
とおり開催いたします。

男が作る！減塩・
野菜たっぷり料理教室

介護予防・認知症予防のために「はつらつチャレンジ教室」を開催します。
みんなで一緒に健康・体力づくりを楽しみながら元気でイキイキとした
生活をおくりましょう！
たくさんの方にご参加いただくために、校区別での開催となります。

基本講座　Inbodyを使用して体内測定
基本講座
基本講座
基本講座の確認
基本講座の確認
まとめ　　Inbodyを使用して体内測定

 令和３年 5 月11日（火）
 令和３年 5 月25日（火）
 令和３年 6 月 1 日（火）
 令和３年 7 月 6 日（火）
 令和３年10月12日（火）
 令和３年12月14日（火）

開催日 内　　　容

講習会の開催について（ご案内）

はつらつチャレンジ教室

南地区：毎月第２金曜日
中地区：毎月第３金曜日
北地区：毎月第４金曜日

10：00～11：00

開催日 開催時間 対象者
 北島南小学校校区の方
 北島小学校校区の方
 北島北小学校校区の方

内容
４月
５月
６月
７月

８月
９月
10月
11月

12月
１月
２月
３月

気軽に筋力アップ
レク＆アロマでタオル体操
笑いヨガ
楽しくうたおう

アロマで元気になろう
笑いヨガ
楽しくうたおう
座ってエクササイズ

笑いヨガ
楽しくうたおう
座ってエクササイズ
気軽に筋力アップ

内容 内容

【
開
催
日
時
】
【
開
催
内
容
】
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仕事がなかなか見つからない、経済的に苦しくて生活してい
けない、多額の借金がある、引きこもりや不登校の家族がいる、
悩むばかりでどこに相談したらいいかわからないということ
などについて相談に乗ります。

受付時間　月～金　8：30～17：00（祝日・年末年始をのぞく）

〔相談のながれ〕
①あなたが不安を抱えていることについて相談に乗ります。
②あなたと一緒に、今後の生活を良くしていくための計画を
　作成します。
③生活の困り事の解決に向けて、あなたを支援します。

「くらしサポートセンター北島」「くらしサポートセンター北島」「フードバンク」を訳すと「食糧銀行」です。北島町社会福祉
協議会では生活困窮などで生活上困難になられている世帯に
対し、地域において自立した生活が送れる
よう総合相談支援と食糧支援を行うフード
バンク活動を行っていますので、お気軽に
ご相談ください。

【目　的】
日々の生活の困りごとを北島
町のボランティアさんが有償
で手助けしてくれる事業で
す。日々の生活に困っている
方、少しお手伝いしてほしい
という方は是非お気軽にご利
用ください。

【申込み】
下記までお申し込みくださ
い。

※ご利用申し込みは平日の 8：30～17：00までとなります。ご了承ください。

利用対象者 町内在住で 65歳以上のひとり暮らしの方

利用日時 月曜日から土曜日　9：00～16：30
（日曜日・国民の祝日および 12月 29日～1月 3日は除く）

利用料金 10分 150 円＋交通費
（例）通院介助 60分であれば￥150×6＝￥900＋交通費）

サービス内容

通院介助
（車での送迎は不可） 室内の掃除 買い物代行・付き添い

薬の受け取り 外回り・庭の掃除
（草抜き・剪定は除く） 室内の力仕事

軽度作業
（電球交換や台風対策等）

をご利用ください！！をご利用ください！！をををををををををををごをごごごごごごごごごごごごご利ご利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだださだささささささささささいいいいいいいいいい！！！！！！！！
北島町生活支援サポートセンター北島町生活支援サポートセンター

フードバンク

災害ボランティア会員募集
大規模災害における被災者への支援活動を行うため、災害
ボランティアの会員登録及び活動に関する必要な事項を定
め、支援体制の確立を図っております。町内に居住または、
勤務する方並びに団体を対象に災害ボランティア会員の募
集を行っております。
会員登録をご希望の方は下記へお申し込みください。
※会員登録された方に、災害ボランティア養成講座等の案
内を送付させていただきます。

宮本麻雄 様（中村）他　13件 をご利用ください。
きたじまいきいきケア指定居宅介護支援事業所
北島町社会福祉協議会では、介護を必要
とする方が、自立した日常生活を営むこ
とができるように、在宅支援サービスを
提供しています。

専門的な知識を持った介護支援専門員（ケアマネージャー）が、
要介護者の心身の状況や環境、また家族の要望などを聞きな
がら、介護サービスを利用するための計画（ケアプラン）を
作ります。
また、介護サービスを受けるための認定の相談や申請、更新
の代行、サービス提供事業所との連絡調整などもおこないま
す。

居宅介護支援 ～介護サービスを受けるために～

ご寄附のお礼ご寄附のお礼

ご家庭で、賞味期限が残っていて、廃棄する食品がございま
したら、ご寄附ください。

ご寄附をお願いしたい食品
品質に問題のない未開封の賞味期限が 1ヶ月以上あるもの
缶詰　飲料水　調味料　レトルト食品　乾物　お菓子　玄米等

ご協力宜しくお願いします。

ご寄附のお願い

令和２年４月～令和３年１月の実績

フードバンクのご利用　74件
令和２年４月～令和３年１月の実績
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児童館トピックス児童館トピックス
北島町には５つの児童館（中央・東・西・南・北）があります。
児童館利用には二つの方法があります。一つは小学校４年生
までの留守家庭児童が登録して利用する方法。もう一つは留
守家庭でない児童が自由に来館して利用する方法です。
各児童館では、毎月特色のある行事を計画し実施しています。

今回は11月２日～12月４日に行われた５児
童館合同企画！じどうかん『あそびンピック』
の様子を紹介します。
各児童館において「グループコレクション」
「ぐらぐらバーガー」「キラキラパールすくい」
の３種目が行われ、普段とは違った楽しみに
子どもたちも気合い十分！真剣な表情で取り
組む姿が見られました。12月10日の表彰式
では、上位入賞者に賞状とメダル、また北島
町商工会様にご協力いただき、町内店舗の賞
品引換券が贈られました。

東児童館 色ごとにボールを分けてタイムを競う
『グループコレクション』

北児童館 時間内にスプーンですくったビーズの重さ
を競う『キラキラパールすくい』西児童館 具材を積んでいき、ハンバーガーを完成

させるタイムを競う『ぐらぐらバーガー』

中央児童館 あそびンピック全体説明

南児童館 記録結果発表会、表彰式の様子 記録カード
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令和
３年度 在宅フォロー事業ペアネットさくら
ペアネットさくらは在宅で過ごしている０歳～４歳まで
の子どもとその保護者が参加して一緒に遊び・学び・
健やかに育つ機会を提供しています。
たくさんの皆様の参加をお待ちしています。

募　　集

実施日時

実施場所

費　　用

お問い合せ先

随時

毎週月・水・木・金曜日
10：30～12：30
北島中央児童館
（中央地区学習等供用施設内）

【一家族】３００円／月

北島中央児童館
TEL&FAX  088-698-8801

福祉活動アルバム「高齢者生きがい講座ほか」

民生委員・児童委員は社会奉仕の
精神をもって、地域社会の中で常
に住民の立場に立って社会福祉関
係について問題を抱えている人の
調査、相談、援助、助言にあたっ
ているほか、ペアネットさくらの
お手伝い、じどうかんまつりの出
店、あいさつ運動、施設入居者の
話し相手、高齢者一人暮らし宅の
訪問など地域に根ざした活動も
行っています。

高齢者・障がい者パソコン入
門講座を中心に活動していま
す。昨年はコロナ禍により講
座が中止となりました。今年
は開講できますかどうか気掛
りですが会員相互での勉強会
を続けています。

北島町民生委員・児童委員協議会 ＫＳＣの会会長　中野 勤 会長　片岡 時惠

北島町ボランティア連絡協議会には 11グループが
加入して、それぞれ特色のある活動を行っています。
今回はそのうちの２グループを紹介いたします。北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介

煎茶煎茶 写真写真

アートフラワーアートフラワー

Ｒ2.10.27　第 72回社協会長杯ゲートボール大会
「全集中の呼吸！」
Ｒ2.10.27　第 72回社協会長杯ゲートボール大会
「全集中の呼吸！」

囲碁囲碁

R2.10.20 男の料理教室 手打ちうどん製麺作り
「うどん作りにチャレンジ」
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第20回北島町社会福祉大会を令和3年10月17日
（日）北島町役場７階大ホールにおいて開催し、社
会福祉事業功労者等の表彰状および感謝状の贈呈
を行います。
町内で表彰に該当する方がいらっしゃいましたら、
ご推薦ください。
●表彰内容（抜粋）
　①８年以上、北島町社会福祉事業に協力したり、
その他福祉について功績顕著で他の模範とな
る者

　②障がい者、ひとり親家庭等であって、自立更
生に努力し生活態度が他の模範となる者

★同種事由で社協会長以上の表彰を受けている方
は除外します。
ご推薦してくださる方は、町社会福祉協議会に被
表彰者の推薦用紙がありますので、6月4日（金）
までにご記入していただき7月の表彰者選考委員
会にて決定させていただきます。

「第20回北島町社会福祉大会」
被表彰者の推薦について
「第20回北島町社会福祉大会」
被表彰者の推薦について

☆　名誉大会長表彰
　１．社会福祉事業功労者
　　　　南部　珠美
　２．ボランティア功労者
　　　　大西　幸世　　祖地　兼成　　林　　豊子

☆　徳島県社会福祉協議会会長表彰
　１．民生委員・児童委員功労者
　　　　中野　　勤　　森　　利昭
　２．社会福祉事業功労者
　　　　河村　美樹　　齋藤　　勝　　細川　逸子
　　　　森本　理一　　安田恵美子　
　３．ボランティア功労者
　　　　伊賀　年子　　渡邊美代子　　
　４．ボランティア功労団体
　　　　ノース愛ランズ

徳島県社会福祉大会徳島県社会福祉大会徳島県社会福祉大会大大大大大会福祉会県社会社県県県島県県 大大大祉大大大祉大祉祉祉祉福祉祉会福会会福県社社島県島島 社会会社社島県社会島島島 大大大祉祉会福会福会会県社社県社県県県島県社社社社社社社社社社社社社社県県県県県県県県県県県県県県県県県県島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島 祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福会会会会会会会会会会会会会会 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大県県県県県県県県県県県県県県県県社社社社社社社社社社社社社社 祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉県県島 社会会社社会会 祉大大祉大祉大大大大会会会社社社社 祉県社県社県県社県県県県県県県県県県県県県県 福祉祉福祉会福会会福島県島島県県 福福福福福福福福福福福福会会会会会会会会会会会会会会会会会会島島島島島島島島島島 祉大大祉祉大社会会社社社会社社社会福会会会福 大大大祉祉祉島島島島島島 福福祉祉祉島島島県島県社県社会社会福会福祉福祉大祉大大
第64回

令和 2年11月 5日、第 64回徳島県社会福祉大会が
開催され、北島町では下記の方が表彰されました。

10月1日より全国的に始まりました、
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
に、大勢の皆様より心温まる募金をお寄
せいただき、ありがとうございました。
本年度の募金額について報告いたします。

この共同募金は募金奉仕者（婦人会役員、担当民生委員、自治会役員、衛生組合役員）、また社協職員が、各
戸を訪問し、住民の皆様にご協力をいただきました。
また街頭募金、学校募金、法人募金、老人福祉センター内の募金箱も充当させていただいております。
お預かりした募金は全額を徳島県共同募金会へ納付いたします。
ご協力いただきました関係者の皆様に厚くお礼申しあげるとともにご報告させていただきます。

★赤い羽根共同募金
★歳末たすけあい募金

966,114 円
440,000 円

令和２年度 共同募金結果報告

ご協力ありがとうございました。

◆法人募金にご協力いただいた事業所（順不同）

★赤い羽根共同募金
★歳末たすけあい募金

四国化工機㈱　様
森正㈱　様
㈱はなおか　様
三和プラントエンジニアリング㈱　様
㈱北島組　様
㈲大石自動車　様
㈱パパベル北島店　様
フジグラン北島　様 
徳島電制㈱　様 

㈱フジタ建設コンサルタント　様
㈱エーアンドビー　様
一宮建設重量㈱　様
㈱渡辺不動産　様
吉野川病院　様
㈱第一鐵工　様
マルワ環境㈱　様
徳島ヤクルト販売㈱　様
美研印刷　様

966,114 円
440,000 円

（敬称略・順不同）

2021.march.No.686 申込み先・問い合わせ先 社会福祉法人 北島町社会福祉協議会　



お買い物に通院に。ちょっとそこまでお気軽にご利用ください。

北島町内の方なら、 どなたでも ご利用いただけます。

通過予定時刻表

運行中！！木火
無料町内循環バス

”町内ぐるぐる福祉バス”
平日の

曜日

1便 3便
12:25

12:25

12:30

12:35

12:40

12:45

12:50

12:55

13:00

13:05

13:10
13:10

5便
15:45

15:45

15:50

15:55

16:00

16:05

16:10

16:15

16:20

16:25

16:30
16:30

東
コ
ー
ス

★ 北島町総合庁舎
① 北島町商工会
② JA板野郡北島支所
③ ほほえみ北島
④ 北村団地前バス停北側
⑤ 北島北老人憩の家
⑥ 北島北公園総合体育館南側
⑦ 健祥会デルフト
⑧ グループホーム癒音南側
⑨ ハローズ北島中央店
⑩ 老門東バス停
⑪ 鍋川橋バス停
⑫ 外開団地北側
⑬ 太郎八須公園
⑭ 今切団地中
⑮ 光風台団地中
⑯ キリン堂
⑰ キョーエイ北側
⑱ 阿波銀行北島支店
⑲ タブチ石材
⑳ 日清紡前バス停
㉑ きたじま田岡病院向バス停
㉒ フジグラン北島
㉓ とくしま生協コープ東側
★ 北島町総合庁舎

9:00

9:00

9:05

9:10

9:15

9:20

9:25

9:30

9:35

9:40

9:45
9:50

上り

※経路の関係上、上りと下りで停留所の順番が前後しているところがあります。ご注意ください。
※停車時間は交通の状況等により多少前後いたします。ご了承ください。

1便 3便
13:20
13:20

13:25

13:30

13:35

13:40

13:45

13:50

13:55
13:55

西
コ
ー
ス

★ 北島町総合庁舎
㉔ 吉野川病院
㉕ グリーンタウン防災施設南
㉖ グリーンタウン北公園東側
㉗ 中須バス停
㉘ 勝瑞駅北バス停
㉙ 勝瑞駅北側
㉚ ザ・ビッグ北島店バス停
㉛ とくしま生協コープ東側
32 阿波銀行北島支店
33 タブチ石材
34 日清紡前バス停
35 きたじま田岡病院向バス停
36 フジグラン北島
37 ジェームス北島店
38 中村耳鼻咽喉科クリニック
39 パンの市場パパベル
★ 北島町総合庁舎

10:00
10:00

10:05

10:10

10:15

10:20

10:25

10:30

10:35
10:35

上り
★ 北島町総合庁舎
39 パンの市場パパベル
38 中村耳鼻咽喉科クリニック
37 ジェームス北島店
36 フジグラン北島
35 きたじま田岡病院向バス停
34 日清紡前バス停
33 タブチ石材
32 阿波銀行北島支店
㉛ とくしま生協コープ東側
㉘ 勝瑞駅北バス停
㉙ 勝瑞駅北側
㉚ ザ・ビッグ北島店バス停
㉗ 中須バス停
㉖ グリーンタウン北公園東側
㉕ グリーンタウン防災施設南
㉔ 吉野川病院
★ 北島町総合庁舎

2便
11:40
11:40

11:45

11:50

11:55

12:00

12:05

12:10

12:15

4便
15:00
15:00

15:05

15:10

15:15

15:20

15:25

15:30

15:35

西
コ
ー
ス

下り
★ 北島町総合庁舎
㉓ とくしま生協コープ東側
㉒ フジグラン北島
㉑ きたじま田岡病院向バス停
⑳ 日清紡前バス停
⑲ タブチ石材
⑱ 阿波銀行北島支店
⑰ キョーエイ北側
⑯ キリン堂
⑮ 光風台団地中
⑭ 今切団地中
⑬ 太郎八須公園
⑫ 外開団地北側
⑪ 鍋川橋バス停
⑩ 老門東バス停
⑨ ハローズ北島中央店
⑧ グループホーム癒音南側
⑦ 健祥会デルフト
⑥ 北島北公園総合体育館南側
⑤ 北島北老人憩の家
④ 北村団地前バス停北側
③ ほほえみ北島
② JA板野郡北島支所
① 北島町商工会
★ 北島町総合庁舎

2便
10:45

10:45

10:50

10:55

11:00

11:05

11:10

11:15

11:20

11:25

11:30

11:30

4便
14:05

14:05

14:10

14:15

14:20

14:25

14:30

14:35

14:40

14:45

14:50

14:50

東
コ
ー
ス

    
下り

月 水 金 も、福祉バス運行中！
詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

福祉バスは新型コロナウイルス感染症拡大予防対策として以下のことを実施しています。
●密集・密着を避けるため中型福祉バスで運行　●乗車前の体温測定　●手指の消毒　
●換気　●マスク着用　●使用するたびにシート等の消毒

●マスクの着用
●体温測定
　（平熱を１度以上超える方、風邪の症状の
　ある方、体調の悪い方のセンター利用禁止）
●手指の消毒
●換気
●マッサージ機等共有物の消毒

老人福祉センター

●入浴時間　10：00～15：30まで
　　　　　　（１人 40分）※着替えを含む
●人数制限をしての入浴
　　男性３名、女性５名ずつ

お風呂の利用
●密集・密着を避けるために中型福祉バスで運行
　※平日は、福祉バス・町内ぐるぐる福祉バスの
　　運行に中型福祉バスを使用するため団体への
　　貸出はできません。

福祉バス・町内ぐるぐる福祉バス

※停車時間は交通の状況等により多少前後いたします。ご了承ください。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

着用
老人福祉センター

新型コロナウイルス感染拡大予防対策

中型福祉バス

2021.march.No.68 7TEL 088－698－8910 ／ FAX 088－698－8921 北島町新喜来字南古田 88－1（老人福祉センター内）



令和 3年度

高齢者生きがい講座高齢者生きがい講座
受講期間： 令和3年 5月から令和4年 3月まで
場　　所： 北島町老人福祉センター
対 象 者： 町内在住の60歳以上の方
受 講 料： 無料ただし受講時の材料代等は自己負担
申込期間： 3月15日（月）から3月26日（金）までに北島町社会福祉協議会事務局（北島町老人福祉センター内）
　　　　　 までお申し込みください。
　　　　　　※開催案内は申込時にお渡しします。

北島町老人福祉センター内）

受講者
募集

「 」

北島町太郎八須字備後江家

北島店 板野郡北島町江尻字宮ノ本26-1
営業時間 ＡＭ7:00～ＰＭ7:00（土・日・祝）

ＡＭ9:00～ＰＭ7:00（平日） 水曜定休
電　 話 088-697-0037

石窯パン工房

パパベル

北島町社会福祉協議会では町内全戸に配布する北島町社会福祉協議会では町内全戸に配布する北島町社会福祉協議会では町内全戸に配布する 広告福祉広報（年２回）・福祉バスパンフレットに掲載する広広福祉広報（年２回）・福祉バスパンフレットに掲載する広告福祉広報（年２回）・福祉バスパンフレットに掲載する広告
（年１回）【サイズ：縦 2.4 ㎝×横 6.5 ㎝】およびバスに貼付するマグネット広告【サイズ：縦2000㎝
×横 60 ㎝】へご協力いただける企業の皆様を募集しております。詳しくは下記までお問い合わせください。。

広告 

募集中
！

講座名 曜日 時間 講　師 内　　容

陶 芸
第 2
第 4
木

13：00

～

15：30
太郎八須
髙橋　孝夫

作品例（大谷焼湯呑み・花びん・皿・茶碗等）
用意する物（新聞紙・エプロン）
材料代（粘土・用具等）自己負担

カラオケ
（1）

第 1
第 3
火

13：00

～

16：00
北村
板東　和好

生きがいとして、人生
の支えにいっしょに歌
いましょう！

※令和2年度は新型コロナ感
染拡大防止のため開催を休止し
ました。令和 3年度は状況に
より開催の可否を決定いたしま
す。

カラオケ
（2）

第 2
第 4
火

13：00

～

16：00
鯛浜
山﨑　一夫

カラオケ
（3）

第 1
第 3
水

13：00

～

16：00
高房
板東　廣芳

煎 茶
第 2
第 4
木

13：30

～

15：30

高房（一茶菴）
天羽　玉久

「少しでもおいしくお茶を入れ
たいですね。」ちょっとした心
遣いでお茶の味は微妙に変化し
ます。語らいを大切に楽しいひ
とときを過ごしませんか？
費用（お茶・お菓子代実費）

俳 句 毎週
木

　9：30

～

12：00
北村
山田　久子

いっしょに季節を楽しく詠み
ませんか。
初心者歓迎　
用意する物（ノート・筆記用具・歳時記）

書 道
第 2
第 4
火

　9：30

～

11：00
中村
相城　禮子

かな文字・漢字・近代詩文等の
書き方を楽しく練習しましょう。
（定員 45名まで）
※3ヶ月以上連続でお休みは退
会とし、お待ちの方が入会します。

手 芸
第 2
第 4
水

　9：30

～

11：30
中村
兵頭ヤスヱ

作品例（ロンディクラフトで
すいせん・ばら・うめ等）
用意する物（ラジオペンチ・はさみ）
材料代（初心者用小物500円程度）

講座名 曜日 時間 講　師 内　　容

茶 道
（裏千家）

第 2
第 4
月

13：30

～

15：30
太郎八須
上杉　正栄

落ち着いた雰囲気で作法を
習って、ますます美しく！
初心者も歓迎します。
費用（お茶・お菓子代実費）

生 花
第 1
第 3
金

13：30

～

15：30

中村（嵯峨御流）
北島ひでみ

季節の花を生けましょう！
用意する物（花ばさみ）
費用（花代 1回 1,000 円程度）

将 棋 毎週
金

13：00

～

16：00
新喜来
滝　　寿男

将棋を楽しみましょう！
初心者の方歓迎します。

囲 碁 毎週
木

13：00

～

16：00
高房
辻村　邦雄

多くの同好者と囲碁を楽し
みませんか！

アート
フラワー

第 1
第 3
木

13：30
～

15：30
北村
三浦　玄子

アートフラワー（布で作る花）を作りませんか。
用意する物（裁ちばさみ・ワイ
ヤー切りばさみ・竹ぐし2本・
ボンド・お手ふき・新聞紙2、3枚）
材料代（1,000 円程度）

写 真
第 1
第 3
水

10：00

～

11：30
徳島市
喜屋田義雄

写真に興味をお持ちの方ご一
緒に楽しみませんか。
この瞬間は一瞬、シャッター
チャンスも一瞬です。
一瞬を写真に残しませんか。
初心者歓迎！

大正琴
第 1
第 3
火・金

　9：30

～

11：30
北村
山本　淑子

大正琴に興味をお持ちの方
ご一緒に楽しみませんか。
金曜日は自主練習になります。

オカリナ
第 2
第 4
水

14：00

～

15：00
徳島市
濵田　佳子

オカリナに興味のある方ご
一緒に楽しみませんか。初
心者も歓迎します。

2021.march.No.688福祉広報 きたじま 2021  ３月号
shakyo   No．68
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