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新年度のスタートに当たり
『平成』から『令和』へと時代の流れを感じながら新年度が始まりました。昨年
は、耐震工事に伴い、地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、2 月に予定
通り、リニューアルオープンをすることができました。トイレも洋式に変わり各部
屋もきれいになりました。ぜひ気軽にお越しください。また、寒い中でしたが、３
地区の文化祭が各自治会、サークル・団体の皆様のお力で開催され、大勢の方々に
ご来館いただき盛大に実施されました。地域の皆様方の温かさや絆を改めて感じま
した。
今年度も、地域の皆様方の出会い・交流の場、学び
の場、地域づくりの拠点として「来てよかった。また、
来たい。
」と思われるような公民館をめざし職員一同努
力してまいります。
なお、年度末の人事異動はありませんでした。本年
度も鈴木・大森・堀田と同じ顔ぶれの 3 名ですが、ど
うぞよろしくお願いいたします。
八幡台公民館長 鈴木 修一

●日 時

２０１９年６月２日（日） ８：５０～１６：００(予定)

●コース 「皇居外苑、東御苑、北の丸公園」
楠正成像～～東御苑～北の丸公園～半蔵門～桜田門 約７ｋｍ
※小雨決行、荒天時中止を予定しています。
●費 用 ６００円（傷害保険・通知代他）●交 通 生涯学習バスまなび
●持ち物 昼食、飲物、タオル、帽子、手袋、両手のあく鞄
●対象者 地区在住の方定員 3５名（申込者多数の場合は抽選し、
当選された方のみに連絡します。
）
●申込み 公民館へ電話または直接、お申込みください。
●申込受付期間 公民館だより到着後～５月２２日（水）まで受付
●抽選について 受付期間終了後に公民館の責任において抽選し、
当選した方のみ別途、詳しいご案内を送付（５月２３日発送予定）させていただきます。
●注 意 ＊初心者の方は、歩ける体力をつけてご参加ください。
＊当日朝の健康状態が良くない場合は、参加を遠慮していただきます。

(2)

八幡台公民館だより

2019 年 4 月 12 日

《めばえ家庭教育学級》
１～３歳のお子さんとそのお母さんを対象に、親子遊びと情報交換を行います。同
じ年代のお子さんが一緒に遊べる機会です。
★対象 上烏田・八幡台・羽鳥野地区の１～３歳のお子さんとその保護者１５組程度
★内容 親子遊び・情報交換
★年間運営費 ５００円（年１０回予定）
★１回目日時 ５月９日（木）１０：００～１１：３０
《ひばりキッズ》
２～３歳のお子さんとそのお母さんを対象に、
参加者の皆さんで計画を話し合って内容を決定
していきます。水遊びや電車でのお出かけなど、
他の仲間と一緒にやりたいことがある方のご参
加をお待ちしています。
★対象 上烏田・八幡台・羽鳥野地区の
２～３歳のお子さんとその保護者１５組程度
★内容 親子遊び・情報交換など ★年間運営費 ５００円（年１０回予定）
★１回目日時 ５月１６日（木）１０：００～１１：３０
《ひばり家庭教育学級》
幼稚園以上のお子さんを持つお母さんを対象に、話し合いながら一人ではできないこ
と、子育てに役立つことなどを決めていきます。昨年度は食育について学んだり、体を
動かして軽い運動をしたりしました！
★対象 上烏田・八幡台・羽鳥野地区の幼稚園以上のお子さんを持つ保護者２０名程度
★内容 子育てについての学習・情報交換など
★１回目日時 ５月１４日（火）１０：００～１２：００
★年間運営費 ５００円（年１０回予定）
《思春期家庭教育学級》
思春期くらいのお子さんを持つお母さん
を対象に、話し合いながら一人ではできない
こと、子育てに役立つことなどを決めていき
ます。昨年度は味噌づくり体験をしたり、若
者の就職事情について学んだりしました！
★対象 上烏田・八幡台・羽鳥野地区の思春
期くらいのお子さんの保護者３０名程度
★内容 子育てについての学習・情報交換など
★準備会日時 ４月１７日（水）１０：００～１２：００（会場：波岡公民館）
★１回目日時 ５月１５日（水）１０：００～１２：００（会場：波岡公民館）
★年間運営費 ５００円（年１０回予定）
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《八幡台かえで学級》
主に６５歳以上の方を対象に、仲間づくりや健康づ
くりなどの内容を話し合いながら決めていきます。昨
年度は消費生活トラブルについて学んだり、キャンド
ルづくり体験をしたりしました。
★対象 上烏田・八幡台・羽鳥野地区在住の
概ね６５歳以上の方４０名程度
★１回目日時 ５月２４日（金）１３：３０～１４：４５
★年間運営費 １，０００円（年１０回予定）

《八幡台郷土史講座》
郷土の歴史や文化などについて、学びたい内容を話し合
いながら決めていきます。昨年度は波岡公民館の郷土史講
座と交流会を開催したり、請西藩について学んだりしまし
た。
★対象 上烏田・八幡台・羽鳥野地区在住の方４０名程度
★１回目（仮）
「波の伊八について学習しよう」５月２２日（水）８：５０～１６：３０
波の伊八を実際に見ながら、説明を受ける計画です。詳細はお問い合わせください。
★年間運営費 １，０００円（年１０回予定）

※ すべての講座の申し込みは、電話（３６－４０１０）
または直接八幡台公民館へお願いします。

新緑の季節、
地域の歴史にふれてみませんか？ 昭和20 年5 月29 日に墜落したB29
の乗組員のお墓を訪ねます。ぜひご一緒に、歴史の一端にふれてみませんか？
●日 時 平成３１年５月２９日（水）９時３０分～１２時０0 分（予定）
●コース 八幡台公民館（9:30）～（10:30）B29 慰霊の墓（11:00）～
（12:00）八幡台公民館 約５ｋｍ ※徒歩で回ります。
●集 合 八幡台公民館
●費 用 ５０円（傷害保険代）
●対 象 上烏田・八幡台・羽鳥野地区在住の方 30 名（先着順）
●申込み 公民館へ電話または直接、お申込みください。
●前日または当日が悪天候の場合、中止になります。
●お墓の周辺は、足元も悪いので長靴をご持参ください。
●今回は、波岡公民館との同時開催になります。現地で集合する予定です。

慰霊の墓付近の草刈りに協力してくれる方を募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
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親子で仲良く遊んでみませんか？～4 月からの会員を募集します。～
「おひさまっこ」で週に一度、一緒に楽しく遊びませんか？
手遊びや工作、誕生日会や季節のイベントも行います。
＜募集人数＞ 残り 8 名程度（合計 20 組の親子）
＜対象年齢＞ 2019 年 4 月から 2020 年 3 月までに
3 歳のお誕生日を迎えるお子さんと４歳の
お誕生日を迎える２年保育のお子さん
＜活動日時＞ 木曜日 12：45～13：45 ＜会費＞ 月 500 円（年間 6,000 円）

男の料理クラブ会員募集中！
男性が普段台所に立ち入ることは少ないかもしれません。
しかし、料理をする際の時間配分を考え、効率よく作業するのは、
実は男性にこそ向いている内容です。仕事で培ってきた時間管理を、
料理の分野で活かしてみませんか？
＜５月の活動日時＞ ５月８日（水） ９：００～１３：００
＜募集人数＞先着 6 名

参加者募集！ワンちゃんのしつけ訓練行います。
しつけの始めはいつからでも大丈夫。思った今が、飼い主の勉強と
愛犬のしつけのスタートです。
＜主催＞
八幡台・羽鳥野愛犬クラブ
＜日時＞
5 月 18 日（土）＊雨天時は 19 日（日）へ延期
集合時間 9：30
訓練時間 9：50～11：30
＜実施場所＞八幡台犬の広場（八幡台 7 丁目 24）
＜訓練内容＞①しつけ訓練の実演：噛み付き、引っ張り、無駄吠えその他
②トレーナーによるレクチャー(脳の違いによる犬と人間の学習方法の違い)
＜参加費用＞実費 500 円。愛犬クラブ会員は無料（愛犬クラブは年会費千円です）
＜対象＞
八幡台・羽鳥野・上烏田地区にお住まいでワンちゃんを飼っている方、又こ
れから飼おうとしている方 30 組（先着受付。定員になり次第締め切ります）
＜締め切り＞ 5 月 15 日
《八幡台公民館で開催されている体操》
①自立生活体操 ５月１７日（金） １３：３０～１５：００
②八幡台イケイケ体操 ５月８日・１５日・２２日・２９日（水）
１４：００～１６：００
③ドリーム八幡台
５月１０日・１７日・２４日・３１日（金）
１３：００～１５：００
④さわやか体操
５月１１日・１８日・２５日（土）
９：００～１１：００
持ち物は、①動きやすい服装、②上履き、③飲み物、④タオルです。

