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♬ 私は、肌が黒いけど、 いじめた人は、腹黒い（第 回「いじめ防止標語コンテスト」全国賞より）♬12

子育てサロンひよっこ

しなやかな身体づくり
日時 ２月12日(水) 10：00～12：00
講師 安部 志津代さん
場所 今津公民館 ホール
持ってくるもの お茶、タオル
申込締切 2月7日（金）
※動きやすい服装でご参加ください。

親子ヨガ
日時 2月20日（木）10：00～
場所 今津公民館 ホール
♪保健所より講師がみえます。
♪交流･遊び･情報交換の場として

自由にご利用ください。

Ｒ2年度公民館利用について

☆公民館サークル
新規・継続利用申請について
令和2年度、１年間を通して
新規・継続利用のサークル・団体は
｢利用許可申請書｣を２月２9日までに
提出してください。

☆その他の公民館利用の申し込み
不定期・単発の利用は、２週間前ま
でに申し込みしてください。不明な
点は公民館へお尋ねください。

フレッシュアップ教室
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2月24日(月)は
臨時休館します

この日に利用を希望される場合は，
2月14日（金）正午までにご連絡を
お願いいたします。

今津イノシシ情報
１2月２１日～１月２０日の間に

9 頭捕獲
気軽にお立ち
寄りください

フリーマーケット
日時 ２月15日(土)

13：00～15：00
場所 今津公民館 ホール
（出店予定の方の準備は

12:00以降にお願いします。)
♡♡たくさんの方のご参加を

お待ちしています！

人権セミナー

一人ひとりが大切にされる
人権のまちづくりをめざして

～あずさからのメッセージ～
日時 ２月8日(土) 10：00～12：00
講師 是松 いづみさん
場所 今津公民館 ホール
♪娘さんのお話を通して、人権を考えます。
申し込みはいりません。たくさんのご参加お待
ちしています。

三角おにぎりとみそ料理で交流会

日時 ２月11日(火・祝)10：30～13：30
場所 今津公民館 ホール・学習室
持ってくるもの エプロン、三角巾、

タオル
申込締切 2月7日（金）先着10名
♪九大の留学生との交流会です。留学生と一
緒に三角おにぎりと味噌汁を作ります。仲良
くなりたい気持ちがあれば英語が話せなくて
も大丈夫♪ぜひご参加ください。

材料の準備がありますので、必ず申し込み
をお願いします。

公民館運営懇話会

日時 2月28日（金）10：00
場所 今津公民館 ホール
※傍聴希望の方は公民館まで。

エコ講座

日時 2月27日（木）10：00
場所 今津公民館 地域団体室
講師 姪浜駅南エコクラブ

中島 恭子さん
・ティッシュの箱

持って ・500mlのペットボトル
くるもの ・あれば風呂敷（大・小）

・ハンカチ
申込締切 2月20日（木）
♪風呂敷で色々なものを包んでみましょ
う。日常生活で使ってエコな生活を送り
ませんか。

8 土 10:00 人権セミナー（是松 いづみさん） 公民館

11 火・祝 10:30 留学生との交流会 公民館

12 水 10:00 フレッシュアップ教室（安部 志津代さん）公民館

15 土 13:00 フリーマーケット 公民館

17 月 13:00 第4回福祉配食 公民館

18 火 15:20 今津小学校成人教育講演会（吉村　春生さん） 小学校図書室

20 木 10:00 子育てサロン　ひよっこ（親子ヨガ） 公民館

24 月・祝

10:00 エコ講座（中島　恭子さん） 公民館

10:30 視力センター　卒業式 視力センター

28 金 10:00 公民館運営懇話会 公民館

3 火 9:30 特別支援学校高等部　卒業式 支援学校

5 木 10:00 子育てサロン　ひよっこ（ひなまつり） 公民館

10:00 今津保育園　卒園式 今津保育園

13:30 今津の子ども子育てを考える学習会 公民館

9:30 献血（視力障害センター） 視力センター

13:30 献血（シーサイド病院） シーサイド病院

11 水 10:00 フレッシュアップ教室（ウォーキング） 公民館他

12 木 10:00 玄洋中学校　卒業式 玄洋中

13 金 9:30 特別支援学校小学部・中学部　卒業式 支援学校

17 火 10:00 今津小学校　卒業式 小学校

月9

休館日

27 木

2月

3月

7 土

にっこりいちご文庫（文庫活動）
総合図書館で借りている本も新しく入れ替

わりました！どうぞご利用ください。

2月の活動日 8日(土)・20日(木)・29日(土)
場所 今津公民館 児童等集会室

貸出期間 ２週間

時間 木 13：00～15：00
土 10：00～12：00


4月号



				4月 ガツ		2		火 カ		10:00		サークル合同開講式 ゴウドウ カイコウ シキ		公民館 コウミンカン

						10		水 スイ		10:00		玄洋中学校　入学式 ゲン ヨウ チュウガッコウ ニュウガクシキ		玄洋中 ゲン ヨウ チュウ

						11		木 モク		10:00		今津小学校　入学式 イマヅ ショウ ガッコウ ニュウガクシキ		小学校 ショウガッコウ

						12		金 キン		9:40		今津特別支援学校（小・中・高）　入学式 イマヅ トクベツ シエン ガッコウ ニュウガクシキ		支援学校 シエン ガッコウ

						13		土 ド		10:00		男女共同参画の会　総会 ダンジョ キョウドウ サンカク カイ ソウ カイ		公民館 コウミンカン

										14:00		子ども会育成会連合会　総会 コ カイ イクセイカイ レンゴウカイ ソウ カイ		公民館 コウミンカン

										15:30		スポーツ振興会　総会 シンコウ カイ ソウ カイ		公民館 コウミンカン

						18		木 モク		10:00		ひよっこサロン		公民館 コウミンカン

						20		土 ド		10:00		ボランティアなぎさ　総会 ソウ カイ		公民館 コウミン カン

						21		日 ニチ		13:30		自治協議会　総会 ジチ キョウギカイ ソウ カイ		公民館 コウミン カン

						23		火 カ		11:00		校区老人クラブ　総会 コウク ロウジン ソウ カイ		公民館 コウミン カン

						29		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

				5月 ガツ		8		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室　開講式 キョウシツ カイコウ シキ		公民館 コウミンカン







4月・5月前半の行事



5月号



				5月 ガツ		1		水 スイ		臨時休館日 リンジ キュウカン ヒ

						3～5		金～日 キン ニチ		臨時休館日 リンジ キュウカン ヒ

						4		土 ド		10:00		今津ふれあい市 イマヅ イチ		運動公園 ウンドウコウエン

						8		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室　開講式 キョウシツ カイコウ シキ		公民館 コウミンカン

						12		日 ニチ		9:00		校区親善ソフトバレーボール大会 コウク シンゼン タイカイ		運動公園 ウンドウコウエン

						16		木 モク		10:00		福祉村　総会 フクシ ムラ ソウ カイ		視力センター シリョク

										10:00		子育てサロン　ひよっこ		公民館 コウミンカン

						26		日 ニチ		9:00		今津小学校　運動会 イマヅ ショウガッコウ ウンドウカイ		今津小 イマヅ ショウ

						27		月 ゲツ		臨時休館日 リンジ キュウカンビ

						29		水 スイ		13:30		エコ折り紙教室 オ ガミ キョウシツ		公民館 コウミンカン

						30		木 モク		13:30		いまづカフェ		公民館 コウミンカン

				6月 ガツ		2		日 ニチ		8:45		玄洋中学校　体育会 ゲンヨウ チュウガッコウ タイイクカイ		玄洋中 ゲンヨウ チュウ

						8		土 ド		13:00		第1回福祉配食 ダイ カイ フクシ ハイショク		公民館 コウミンカン

						12		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室 キョウシツ		公民館 コウミンカン

										13:30		歴史講座（井出將雪さん） 　　いで　　　まさゆき		公民館 コウミン カン





5月・6月前半の行事
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				月 ゲツ		日 ヒ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン		行  事 ギョウ コト		場所 バショ

				6月 ガツ		2		日 ニチ		8:45		玄洋中学校　体育会 ゲンヨウ チュウガッコウ タイイクカイ		玄洋中 ゲンヨウ チュウ

						8		土 ド		13:00		第1回福祉配食 ダイ カイ フクシ ハイショク		公民館 コウミンカン

						12		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室 キョウシツ		公民館 コウミンカン

										13:30		歴史講座（井手 將雪さん） いで まさ ゆき		公民館 コウミン カン

						16		日 ニチ		8:45		校区親善ソフトボール大会 コウク シンゼン タイカイ		今津専用グランド イマヅ センヨウ

						17		月 ゲツ		13:30		今津いきいき健康講座 イマヅ ケンコウ コウザ		公民館 コウミン カン

										19:00		今津校区人権尊重推進協議会 総会 イマヅ コウク ジンケン ソンチョウ スイシン キョウギカイ ソウ カイ		公民館 コウミン カン

						19		水 スイ		10:30		公民館運営懇話会 コウミンカン ウンエイ コンワカイ		公民館 コウミン カン

						20		木 モク		10:00		ひよっこサロン（おはなし会） カイ		公民館 コウミンカン

						22		土 ド		11:00		子育て講演会（今津ふれあい学級） コソダ コウエン カイ イマヅ ガッキュウ		今津保育園 イマヅ ホイクエン

						23		日 ニチ		9:00		ラブアース・クリーンアップ2019		各町内 カクチョウナイ

						24		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

						30		日 ニチ		9:30		スポーツ振興会西部7校区研修会 シンコウ カイ セイブ コウク ケンシュウカイ		今津小 イマヅ ショウ

				7月 ガツ		4		木 モク		10:00		ひよこサロン（七夕会） タナバタ カイ		公民館 コウミン カン

						5		金 キン		19:00		今津小学校地域懇談会 イマヅ ショウ ガッコウ チ イキ コンダンカイ		公民館 コウミン カン

						6		土 ド		11:00		健康運動講座（安部 志津代さん） ケンコウ ウンドウ コウザ アベ シヅヨ		公民館 コウミン カン

										13:00		“社会を明るくする運動”西区大会 シャカイ アカ ウンドウ ニシク タイカイ		さいとぴあ

						8		月 ゲツ		9:45		母子巡回相談 ボシ ジュンカイ ソウダン		公民館 コウミン カン

						10		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（調理実習） キョウシツ チョウリ ジッシュウ		公民館 コウミン カン

						14		日 ニチ		9:00		西区子ども会親善球技大会 ニシク コ カイ シンゼン キュウギ タイカイ		運動公園 ウンドウ コウエン





6月・7月前半の行事
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				月 ゲツ		日 ヒ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン		行  事 ギョウ コト		場所 バショ

				7月 ガツ		4		木 モク		10:00		ひよっこサロン（七夕会） タナバタ カイ		公民館 コウミン カン

						5		金 キン		19:00		今津小学校地域懇談会 イマヅ ショウ ガッコウ チ イキ コンダンカイ		公民館 コウミン カン

						6		土 ド		11:00		健康運動講座（安部 志津代さん） ケンコウ ウンドウ コウザ アベ シヅヨ		公民館 コウミン カン

										13:00		“社会を明るくする運動”西区大会 シャカイ アカ ウンドウ ニシク タイカイ		さいとぴあ

						7		日 ニチ		14:00		西区人権を考えるつどい ニシク ジンケン カンガ		西市民センター ニシ シミン

						8		月 ゲツ		9:45		母子巡回相談 ボシ ジュンカイ ソウダン		公民館 コウミン カン

						10		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（調理実習） キョウシツ チョウリ ジッシュウ		公民館 コウミン カン

						14		日 ニチ		9:00		西区子ども会親善球技大会 ニシク コ カイ シンゼン キュウギ タイカイ		今津運動公園 イマヅ ウンドウ コウエン

						21		日 ニチ		7:00		参議院議員選挙（予定） サンギインギイン センキョ ヨテイ		公民館 コウミン カン

						24		水 スイ		13:30		いまづカフェ		公民館 コウミン カン

						29		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

						31		水 スイ		13:30		公民館スマホ塾 コウミンカン ジュク		公民館 コウミン カン

				8月 ガツ		3		土 ド		11:00		健康運動講座（安部 志津代さん） ケンコウ ウンドウ コウザ アベ シヅヨ		公民館 コウミンカン

						9		金 キン		9:30		海のもので工作しよう ウミ コウサク		浜崎集会所・海岸 ハマサキ シュウカイショ ウミ キシ

						13（火）～15（木） カ モク				休館日 キュウカンビ

				※今年の今津福祉村納涼夏祭りは8/22（木）です。 コトシ イマヅ フクシ ムラ ノウリョウ ナツマツ モク





7月・8月前半の行事
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				月 ゲツ		日 ヒ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン		行  事 ギョウ コト		場所 バショ

				8月 ガツ		2		金 キン		13:30		昔の遊びで一緒に遊んでみませんか（留守家庭子ども会と共催）
 ルス カテイ コ カイ キョウサイ		公民館 コウミンカン

						3		土 ド		11:00		健康運動講座（安部 志津代さん） ケンコウ ウンドウ コウザ アベ シヅヨ		公民館 コウミンカン

						9		金 キン		9:30		海のもので工作しよう ウミ コウサク		浜崎集会所・海岸 ハマサキ シュウカイショ ウミ キシ

						13（火）～15（木） カ モク				休館日 キュウカンビ

						22		木 モク		10:00		ひよっこサロン　救急救命講習 キュウメイ コウシュウ		公民館 コウミン カン

										18:00		第46回今津福祉村納涼夏祭り ダイ カイ イマヅ フクシ ムラ ノウリョウ ナツマツ		今津小 イマヅ ショウ

						26		月 ゲツ		休館日 キュウカン ヒ

						27		火 カ		10:00		廃油せっけん作り ハイユ ツク		公民館 コウミン カン

				9月 ガツ		7		土 ド		11:00		健康運動講座（安部 志津代さん） ケンコウ ウンドウ コウザ アベ シヅヨ		公民館 コウミンカン

						8		日 ニチ		9:00		西区スポーツフェスタ2019 ニシク		今津運動公園 イマヅ ウン ドウ コウエン

						11		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室 キョウシツ		公民館 コウミン カン







8月・9月前半の行事
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				月 ゲツ		日 ヒ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン		行  事 ギョウ コト		場所 バショ

				9月 ガツ		7		土 ド		11:00		健康運動講座（安部 志津代さん） ケンコウ ウンドウ コウザ アベ シヅヨ		公民館 コウミンカン

						8		日 ニチ		9:00		西区スポーツフェスタ2019 ニシク		今津運動公園 イマヅ ウン ドウ コウエン

						11		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室 キョウシツ		公民館 コウミン カン

						14		土 ド		7:30		リサイクル玄洋 ゲン ヨウ		各町内 カク チョウナイ

						16		月・祝 ゲツ シュク		11:00		校区敬老会 コウク ケイロウカイ		今津小 イマヅ ショウ

						18		水 スイ		9:30		環境活動改善グループ施設見学 カンキョウ カツドウ カイゼン シセツ ケンガク		山王雨水調整池他 サンノウ ウスイ チョウセイ イケ ホカ

										19:00		出かける人権のつどい（大原） デ ジンケン オオハラ		大原集会所 オオハラ シュウカイ ショ

						19		木 モク		10:00		ひよっこサロン（おはなし会） カイ		公民館 コウミン カン

										19:30		出かける人権のつどい（緑町） デ ジンケン ミドリ マチ		緑町集会所 ミドリ マチ シュウカイ ショ

						25		水 スイ		10:00		廃油石けん作り ハイ ユ セッ ツク		公民館 コウミン カン

										13:30		いまづカフェ		公民館 コウミンカン

										19:30		出かける人権のつどい（岡・本町） デ ジンケン オカ ホンマチ		岡集会所 オカ シュウカイ ショ

						26		木 モク		19:00		出かける人権のつどい（浜崎） デ ジンケン ハマサキ		浜崎集会所 ハマ サキ シュウカイ ショ

						28		土 ド		12:00		今津小学校　友愛セール イマヅ ショウガッコウ ユウアイ		今津小 イマヅ ショウ

						29		日 ニチ		10:00		いとにぎわい祭り マツ		さいとぴあ

						30		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

				10月 ガツ		2		水 スイ		13:30		サークル代表者会 ダイヒョウシャ カイ		公民館 コウミン カン

						3		木 モク		13:30		出かけるいきいき健康講座 デ ケンコウ コウザ		浜崎集会所 ハマ サキ シュウカイ ショ

						6		日 ニチ		9:30		今津福祉村運動会 イマヅ フクシ ムラ ウンドウカイ		福祉運動公園 フクシ ウンドウ コウエン

						7		月 ゲツ		13:00		第2回福祉配食 ダイ カイ フクシ ハイショク		公民館 コウミン カン

						9		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室 キョウシツ		公民館 コウミン カン

						12		土 ド		9:00		いまづ保育園　運動会 ホイクエン ウンドウカイ		福祉運動公園 フクシ ウンドウ コウエン







9月・10月前半の行事



10



				月 ゲツ		日 ヒ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン		行  事 ギョウ コト		場所 バショ

				10月 ガツ		2		水 スイ		13:30		サークル代表者会 ダイヒョウシャ カイ		公民館 コウミン カン

						3		木 モク		13:30		出かけるいきいき健康講座 デ ケンコウ コウザ		浜崎集会所 ハマ サキ シュウカイ ショ

						6		日 ニチ		9:30		今津福祉村運動会 イマヅ フクシ ムラ ウンドウカイ		福祉運動公園 フクシ ウンドウ コウエン

						7		月 ゲツ		13:00		第2回福祉配食 ダイ カイ フクシ ハイショク		公民館 コウミン カン

						9		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室 キョウシツ		公民館 コウミン カン

						12		土 ド		9:00		いまづ保育園　運動会 ホイクエン ウンドウカイ		福祉運動公園 フクシ ウンドウ コウエン

						13		日 ニチ		10:00		風花ふれあい市 カゼ ハナ イチ		風花作業所 カゼ ハナ サギョウ ショ

						17		木 モク		10:00		ひよっこサロン（リトミック）		公民館 コウミン カン

						19		土 ド		14:00		大寿園秋祭り タイ ジュ エン アキマツ		大寿園 タイ ジュ エン

						20		日 ニチ		13:30		今津人形芝居　第23回定期公演 イマヅ ニンギョウ シバイ ダイ カイ テイキ コウエン		さいとぴあ

						23		水 スイ		10:00		サバイバルクッキング（自治協主催） ジチ キョウ シュサイ		公民館 コウミンカン

						28		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ		今津特別支援学校いきいき発表会 イマヅ トクベツ シエン ガッコウ ハッピョウ カイ		支援学校 シエン ガッコウ

				11月 ガツ		3		日 ニチ		8:50		学校公開日　学習参観 8：30～10：20 ガッコウ コウカイビ ガク シュウ サンカン		今津小 イマヅ ショウ

										10:00		校区ふれあい文化祭 コウク ブンカサイ		今津小 イマヅ ショウ

						9		土 ド		8:50		今津小学芸会 イマヅ ショウ ガクゲイ カイ		今津小 イマヅ ショウ

						10		日 ニチ		8:20		福岡マラソン（今津交通規制 8：50～） フクオカ イマヅ コウツウ キセイ

						13		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（中嶋　貴子さん） キョウシツ ナカシマ タカコ		公民館 コウミン カン







10月・11月前半の行事



11



				月 ゲツ		日 ヒ		曜日 ヨウビ		時間 ジカン		行  事 ギョウ コト		場所 バショ

				11月 ガツ		3		日 ニチ		8:50		学校公開日　学習参観 8：30～10：20 ガッコウ コウカイビ ガク シュウ サンカン		今津小 イマヅ ショウ

										10:00		校区ふれあい文化祭 コウク ブンカサイ		今津小 イマヅ ショウ

						9		土 ド		8:50		今津小学芸会 イマヅ ショウ ガクゲイ カイ		今津小 イマヅ ショウ

										9:50		今津特別支援学校　学校公開日（授業参観） イマヅ トクベツ シエン ガッコウ ガッコウコウカイビ ジュギョウ サンカン		特別支援学校 トクベツ シエンガッコウ

						10		日 ニチ		8:20		福岡マラソン（今津交通規制 8：50～） フクオカ イマヅ コウツウ キセイ

						13		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（中嶋　貴子さん） キョウシツ ナカシマ タカコ		公民館 コウミン カン

						16		土 ド		9:45		今津特別支援学校生き生き発表会 イマヅ トクベツ シエン ガッコウ イ イ ハッピョウカイ		特別支援学校 トクベツ シエン ガッコウ

						17		日 ニチ		10:00		今津ふれあい市 イマヅ イチ		運動公園 ウンドウ コウエン

						18		月 ゲツ		13:30		今津いきいき健康講座（日赤・シーサイド共催） イマヅ ケンコウコウザ ニッセキ キョウサイ		公民館 コウミン カン

						21		木 モク		10:00		ひよっこサロン(おはなし会) カイ		公民館 コウミン カン

						22		金 キン		13:30		出かけるいきいき健康講座 デ ケンコウ コウザ		緑町集会所 ミドリ マチ シュウカイショ

						23		土 ド		10:00		子ども集会 コ シュウカイ		今津小 イマヅ ショウ

						25		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

						27		水 スイ		9:30		人尊協フィールドワーク ヒト ソン キョウ		太刀洗平和記念館 タチアライヘイワキネンカン

						28		木 モク		13:30		いまづカフェ		公民館 コウミン カン

						30		土 ド		9:30		おめで鯛まつり タイ		海洋技術センター カイヨウ ギジュツ

										10:30		今津特別支援学校高等部バザー・PTA友愛バザー イマヅ トクベツ シエン ガッコウ コウトウブ ユウアイ		特別支援学校 トクベツ シエン ガッコウ

										13:30		男女共同参画フェスティバル ダンジョ キョウドウ サンカク		さいとぴあ

				12月 ガツ		1		日 ニチ		未定 ミテイ		今津人形芝居視力障害センター記念公演 イマヅ ニンギョウ シバイ シリョク ショウガイ キネン コウエン		視力障害センター シリョクショウガイ

						5		木 モク		10:30		公民館運営懇話会 コウミンカン ウンエイ コンワカイ		公民館 コウミン カン

						6		金 キン		10:30		出かけるいきいき健康講座 デ ケンコウ コウザ		岡集会所 オカ シュウカイショ

						7		土 ド		13:00		第3回福祉配食 ダイ カイ フクシ ハイショク		公民館 コウミン カン

										13:30		人権を尊重する市民の集い ジンケン ソンチョウ シミン ツド		西市民センター ニシ シミン

						8		日 ニチ		9:00		校区親善インディアカ大会 コウク シンゼン タイカイ		今津小体育館 イマヅ ショウ タイイクカン

						9		月 ゲツ		10:30		みそ作り体験学習 ツク タイケン ガクシュウ		公民館 コウミン カン

						11		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（クリスマス料理） キョウシツ リョウリ		公民館 コウミン カン

						12		木 モク		10:00		子育てサロン　ひよっこ（クリスマス会） コソダ カイ		公民館 コウミン カン





11月・12月前半の行事



12月号



				12月 ガツ		1		日 ニチ		13:30		今津人形芝居視力障害センター記念公演 イマヅ ニンギョウ シバイ シリョク ショウガイ キネン コウエン		視力障害センター シリョクショウガイ

						5		木 モク		10:30		公民館運営懇話会 コウミンカン ウンエイ コンワカイ		公民館 コウミン カン

						6		金 キン		10:30		出かけるいきいき健康講座 デ ケンコウ コウザ		岡集会所 オカ シュウカイショ

						7		土 ド		13:00		第3回福祉配食 ダイ カイ フクシ ハイショク		公民館 コウミン カン

										13:30		人権を尊重する市民の集い ジンケン ソンチョウ シミン ツド		西市民センター ニシ シミン

						8		日 ニチ		9:00		校区親善インディアカ大会 コウク シンゼン タイカイ		今津小体育館 イマヅ ショウ タイイクカン

						9		月 ゲツ		10:30		みそ作り体験学習 ツク タイケン ガクシュウ		公民館 コウミン カン

						11		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（クリスマス料理） キョウシツ リョウリ		公民館 コウミン カン

						12		木 モク		10:00		子育てサロン　ひよっこ（クリスマス会） コソダ カイ		公民館 コウミン カン

						21		土 ド		9:30		年末公民館大掃除 ネンマツ コウミン カン オオソウジ		公民館 コウミン カン

										13:30		スタンバード文庫読み聞かせ講座 ブンコ ヨ キ コウザ		公民館 コウミン カン

						22		日 ニチ		13:30		男女共同参画コンサート ダンジョ キョウドウ サンカク		公民館 コウミン カン

						27		金 キン		仕事納め シゴトオサ

				1月 ガツ		4		土 ド		仕事始め シゴトハジ

						8		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室 キョウシツ		公民館 コウミン カン





12月・1月前半の行事



1月号



				1月 ガツ		4		土 ド		仕事始め シゴトハジ

						6		月 ゲツ		9:45		母子巡回相談 ボシ ジュンカイ ソウダン		公民館 コウミン カン

						8		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（東 りかさん） キョウシツ アズマ		公民館 コウミン カン

						16		木 モク		10:00		子育てサロン　ひよっこ（人形劇） コソダ ニンギョウゲキ		公民館 コウミン カン

						18		土 ド		9:00		校区防災訓練 コウク ボウサイ クンレン		今津小 イマヅ ショウ

						25		土 ド		13:30		男女共同参画講演会（粗忽家 勘心さん） ダンジョキョウドウサンカク コウエンカイ ソコツ ヤ カン シン		公民館 コウミン カン

						27		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

						28		火 カ		13:30		出かけるいきいき健康講座 デ ケンコウ コウザ		大原集会所 オオハラ シュウカイショ

				2月 ガツ		8		土 ド		10:00		人権セミナー（是松 いづみさん） ジンケン コレマツ		公民館 コウミン カン

						11		火・祝 カ シュク		未定 ミテイ		留学生との交流会 リュウガクセイ コウリュウカイ		公民館 コウミン カン

						12		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（安部 志津代さん） キョウシツ アベ シヅヨ		公民館 コウミン カン

						15		土 ド		13:00		フリーマーケット		公民館 コウミン カン







1月・2月前半の行事



2月号



				2月 ガツ		8		土 ド		10:00		人権セミナー（是松 いづみさん） ジンケン コレマツ		公民館 コウミン カン

						11		火・祝 カ シュク		10:30		留学生との交流会 リュウガクセイ コウリュウカイ		公民館 コウミン カン

						12		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（安部 志津代さん） キョウシツ アベ シヅヨ		公民館 コウミン カン

						15		土 ド		13:00		フリーマーケット		公民館 コウミン カン

						17		月 ゲツ		13:00		第4回福祉配食 ダイ カイ フクシ ハイショク		公民館 コウミン カン

						18		火 カ		15:20		今津小学校成人教育講演会（吉村　春生さん） イマヅ ショウガッコウ セイジン キョウイク コウエンカイ ヨシムラ ハルオ		小学校図書室 ショウガッコウ トショシツ

						20		木 モク		10:00		子育てサロン　ひよっこ（親子ヨガ） コソダ オヤコ		公民館 コウミン カン

						24		月・祝 ゲツ シュク		休館日 キュウカンビ

						27		木 モク		10:00		エコ講座（中島　恭子さん） コウザ ナカシマ キョウコ		公民館 コウミン カン

										10:30		視力センター　卒業式 シリョク ソツギョウシキ		視力センター シリョク

						28		金 キン		10:00		公民館運営懇話会 コウミンカン ウンエイ コンワカイ		公民館 コウミン カン

				3月 ガツ		3		火 カ		9:30		特別支援学校高等部　卒業式 トクベツ シエン ガッコウ コウトウブ ソツギョウ シキ		支援学校 シエン ガッコウ

						5		木 モク		10:00		子育てサロン　ひよっこ（ひなまつり） コソダ		公民館 コウミンカン

						7		土 ド		10:00		今津保育園　卒園式 イマヅ ホイクエン ソツエン シキ		今津保育園 イマヅ ホイクエン

										13:30		今津の子ども子育てを考える学習会 イマヅ コ コソダ カンガ ガクシュウ カイ		公民館 コウミンカン

						9		月 ゲツ		9:30		献血（視力障害センター） ケンケツ シリョク ショウガイ		視力センター シリョク

										13:30		献血（シーサイド病院） ケンケツ ビョウイン		シーサイド病院 ビョウイン

						11		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（ウォーキング） キョウシツ		公民館他 コウミン カン ホカ

						12		木 モク		10:00		玄洋中学校　卒業式 ゲン ヨウ チュウガッコウ ソツギョウ シキ		玄洋中 ゲン ヨウ チュウ

						13		金 キン		9:30		特別支援学校小学部・中学部　卒業式 トクベツ シエン ガッコウ ショウガク ブ チュウガク ブ ソツギョウ シキ		支援学校 シエン ガッコウ

						17		火 カ		10:00		今津小学校　卒業式 イマヅショウガッコウ ソツギョウシキ		小学校 ショウガッコウ





2月・3月前半の行事



3月号



				3		4		月 ゲツ		9:30		献血（視力障害センター） ケンケツ シリョク ショウガイ		視力センター シリョク

										13:30		献血（シーサイド病院） ケンケツ ビョウイン		シーサイド病院 ビョウイン

						5		火 カ		9:30		特別支援学校高等部　卒業式 トクベツ シエン ガッコウ コウトウブ ソツギョウ シキ		支援学校 シエン ガッコウ

						6		水 スイ		11:00		公民館運営懇話会 コウミンカン ウンエイ コンワカイ		公民館 コウミンカン

						7		木 モク		10:00		子育てサロン　ひよっこ（ひなまつり） コソダ		公民館 コウミンカン

						8		金 キン		10:00		玄洋中学校　卒業式 ゲン ヨウ チュウガッコウ ソツギョウ シキ		玄洋中 ゲン ヨウ チュウ

						9		土 ド		10:00		今津保育園　卒園式 イマヅ ホイクエン ソツエン シキ		今津保育園 イマヅ ホイクエン

										13:30		今津の子ども子育てを考える会（上村あつ子さん） イマヅ コ コソダ カンガ カイ ウエムラ コ		公民館 コウミンカン

						12		火 カ		9:30		特別支援学校小学部・中学部　卒業式 トクベツ シエン ガッコウ ショウガク ブ チュウガク ブ ソツギョウ シキ		支援学校 シエン ガッコウ

						13		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（閉校式・ウォーキング） キョウシツ ヘイコウシキ		公民館他 コウミン カン ホカ

						15		金 キン		10:00		今津小学校　卒業式 イマヅショウガッコウ ソツギョウシキ		小学校 ショウガッコウ

						18		月 ゲツ		10:00		作ったみそを使って調理実習（まめひめさん） ツク ツカ チョウリ ジッシュウ		公民館 コウミンカン

						25		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

						27		水 スイ		13:30		いまづカフェ		公民館 コウミンカン

				4		2		火 カ		10:00		サークル合同開講式 ゴウドウ カイコウ シキ		公民館 コウミンカン

						10		水 スイ		10:00		玄洋中学校　入学式 ゲン ヨウ チュウガッコウ ニュウガクシキ		玄洋中 ゲン ヨウ チュウ

						11		木 モク		10:00		今津小学校　入学式 イマヅ ショウ ガッコウ ニュウガクシキ		小学校 ショウガッコウ

						12		金 キン		9：30予定 ヨテイ		今津特別支援学校　入学式（小・中・高） イマヅ トクベツ シエン ガッコウ ニュウガクシキ ショウ チュウ コウ		支援学校 シエン ガッコウ

						13		土 ド		10:00		男女共同参画の会　総会 ダンジョ キョウドウ サンカク カイ ソウ カイ		公民館 コウミンカン

										14:00		子ども会育成連合会　総会 コ カイ イクセイ レンゴウカイ ソウ カイ		公民館 コウミンカン





3月・4月前半の行事



3月号 (2)



				3月		4日		月 ゲツ		9:30		献血（視力障害センター） ケンケツ シリョク ショウガイ		視力センター シリョク

										13:30		献血（シーサイド病院） ケンケツ ビョウイン		シーサイド病院 ビョウイン

						5日		火 カ		9:30		特別支援学校高等部　卒業式 トクベツ シエン ガッコウ コウトウブ ソツギョウ シキ		支援学校 シエン ガッコウ

						6日		水 スイ		11:00		公民館運営懇話会 コウミンカン ウンエイ コンワカイ		公民館 コウミンカン

						7日		木 モク		10:00		子育てサロン　ひよっこ（ひなまつり） コソダ		公民館 コウミンカン

						8日		金 キン		10:00		玄洋中学校　卒業式 ゲン ヨウ チュウガッコウ ソツギョウ シキ		玄洋中 ゲン ヨウ チュウ

						9日		土 ド		10:00		今津保育園　卒園式 イマヅ ホイクエン ソツエン シキ		今津保育園 イマヅ ホイクエン

										13:30		今津の子ども子育てを考える会（上村あつ子さん） イマヅ コ コソダ カンガ カイ ウエムラ コ		公民館 コウミンカン

						12日		火 カ		9:30		特別支援学校小学部・中学部　卒業式 トクベツ シエン ガッコウ ショウガク ブ チュウガク ブ ソツギョウ シキ		支援学校 シエン ガッコウ

						13日		水 スイ		10:00		フレッシュアップ教室（閉校式・ウォーキング） キョウシツ ヘイコウシキ		公民館他 コウミン カン ホカ

						15日		金 キン		10:00		今津小学校　卒業式 イマヅショウガッコウ ソツギョウシキ		小学校 ショウガッコウ

						18日		月 ゲツ		10:00		作ったみそを使って調理実習（まめひめさん） ツク ツカ チョウリ ジッシュウ		公民館 コウミンカン

						25日		月 ゲツ		休館日 キュウカンビ

						27日		水 スイ		13:30		いまづカフェ		公民館 コウミンカン

				4月		2日		火 カ		10:00		サークル合同開講式 ゴウドウ カイコウ シキ		公民館 コウミンカン

						10日		水 スイ		10:00		玄洋中学校　入学式 ゲン ヨウ チュウガッコウ ニュウガクシキ		玄洋中 ゲン ヨウ チュウ

						11日		木 モク		10:00		今津小学校　入学式 イマヅ ショウ ガッコウ ニュウガクシキ		小学校 ショウガッコウ

						12日		金 キン		9：30予定 ヨテイ		今津特別支援学校　入学式（小・中・高） イマヅ トクベツ シエン ガッコウ ニュウガクシキ ショウ チュウ コウ		支援学校 シエン ガッコウ

						13日		土 ド		10:00		男女共同参画の会　総会 ダンジョ キョウドウ サンカク カイ ソウ カイ		公民館 コウミンカン

										14:00		子ども会育成連合会　総会 コ カイ イクセイ レンゴウカイ ソウ カイ		公民館 コウミンカン
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