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照葉北公民館だより

照葉北公民館ブログURL 
https://terihakitako.blogspot.com

・公民館だよりも
掲載しています。
・中止・変更はブログで
お知らせいたします。

～交流会のご案内 ～

🌸新年度のご挨拶🌸
桜も開花し、鳥や草花から春を感じる中、令和４年度がスタートいたしました。
昨年は、休館が９４日間に及び、主催事業の中止や施設ご利用の機会が減り、静まり返る公民館に寂

しさを感じる日も少なくありませんでした。まだ、マスクなどの感染対策は必要ですが、地域コミュニティ活
動や生涯学習の拠点として主催事業開催・施設の提供、そして情報発信に努めてまいりたいと思います。
みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

照葉北公民館館長 相澤麻美
スタッフ一同

＜５月の臨時休館日＞

5月３日(火）～5月5日(木)の期間、利用申込が
ない場合は臨時休館にします。
この期間中に利用を希望される場合は、
4月2５日（月）17時までにご連絡をお願いします。

歌って笑って昭和の世界へタイムスリップ♪
昭和歌謡ユニット『レディバス』による歌と
お話のステージをお楽しみください！！

【日 時】 ５月１２日(木)
１０：３０～１２：３０

【場 所】 照葉北公民館 講堂
【対 象】 照葉にお住まいの

おおよそ６０才以上の方
【定 員】 ３０名
【申込開始】４月５日(火) ９：００から
【申込先】 照葉北公民館

（０９２）４１０－６０７１
９：００～１７：００

あっという間に過ぎてゆく毎日、
ふと空いた時間を自分のために使いませんか？
オトナジカン第三弾！5月は今人気のブッダナッ
ツの土台にブリザーブドフラワーを飾りつけます。
※ブッタナッツのサイズ10㎝×10㎝

OTONA JIKANオトナジカン

【日 時】５月１６日（月）
午前の部 10：00～12：00
午後の部 13：00～15：00  

【 場 所 】 照葉北公民館 ロビー
【材 料 費】 2,000円
【 講 師 】 日本フラワーデザイナー協会

認定講師 二宮和子氏
【必要な物】ハサミ・持ち帰り用バック

お持ちの方はグルーガン
（貸出し4個あり。申込時に
お申し付けください)

【 定 員 】午前、午後ともに各10名
【受付開始】４月１５日（金)９：００～
【 申 込 先】 照葉北公民館
※詳しくは公民館ブログをご覧ください。

竹とんぼワークショップ 『夢とんぼ』

竹とんぼに水性ペンを使って色塗りをします。
希望の方は竹とんぼを作ることもできます。

【日 時】 ４月３日（日）10：30～14：30
(講師休憩 12：30～13：００）
※予約は必要ありません。
直接、上記時間内にお越しください。

【場 所】 照葉北公民館 講堂
【対 象】 どなたでも
【講 師】 照葉シニアクラブ 永井 洋一氏
【材料費】 竹とんぼ１本につき１００円

触れて遊べる展示もあります。

公民館からのお知らせ

4月29日 （金） 8月 12日 （金） 12月 28日 （水）

5月 2日 （月） 9月 18日 （日） 1月 4日 （水）

6月 19日 （日） 10月 16日 （日） 2月 19日 （日）

7月 17日 （日） 11月 20日 （日） 3月 19日 （日）

<令和４年度　臨時休館予定日＞

曜日 サークル名 対象 活動週 時間 会費 備考

子ども ￥2,500/月

大人 ￥3,000/月

ズンバ 大人 毎週
10:00～
　12:00

￥500/回

誠心館空手
子ども
大人

毎週
17：30～
19：30

￥3,000/月
+教材道具費
￥500/月

水
ていねいにくら
すラボラトリー

大人 3
10:00～
　12:00

ー
意見交換,
勉強会

木
ラナ・

イングリッシュ
大人 毎週

14:00～
　16:00

￥2,000/月

Balance＆
Bones

大人 毎週
10:00～
　12:00

￥500/回

成城太極拳 大人 毎週
13:00～
　15:00

￥2,500/月
24式・88
式太極拳

金

照葉北公民館　令和4年度　サークル一覧表

月

火

ペン習字・
かきかた教室

1・2・3
18:00～
　20:00

入場無料

最近、ご自宅にこもりが
ちではありませんか？
こんな時だからこそ、
ご近所同士、一緒に笑い
合いましょう‼

５月の子育てラボ
５月19日(木）です。

親子チアダンスを予定しております。

＜子育てラボのご案内＞
照葉北校区自治協議会との共催事業

ゆるラボ
「ゆるラボ」は親子で参加する予約不要

出入り自由の会です。

【日 時】 ４月 7日(木) ・ 21日(木)
10：00～12：00

【場 所】 照葉北公民館 講堂
【内 容】 絵本やおもちゃで自由遊び

スタッフによる絵本の読み聞かせ
ミニ誕生会など

＜公民館利用についてのお願い＞
●受付について
ご利用を希望される方は事前にご相談
ください。
受付時間は9：00～１７：００です。
時間に余裕を持ってご来館ください。
●駐車場について
照葉北公民館の駐車場は、台数・場所を契約
してお借りしています。公民館の表示のある
場所以外の駐車はおやめください。
また、満車の際は、あしからずご了承ください。
●ご来館の際は、マスク着用・手指消毒・
検温・名簿のご記入をお願いしております。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

公民館主催事業

4月の行事

日 曜 予定

3 日
竹とんぼワークショップ
制服リサイクル譲渡会

5 火 交流会（5/12）申込開始

6 水 春の全国交通安全運動

7 木
子育てラボ
小学校・中学校始業式

11 月 照葉中学校入学式

12 火 照葉北小学校入学式

15 金 オトナジカン（5/16）申込開始

21 木 子育てラボ

24 日 照葉北校区自治協議会総会

29 金 昭和の日 臨時休館日

日時：4月3日（日）1３：00～1５：00
場所：照葉北公民館 ロビー
詳しくは下の二次元バーコードより
自治協ブログをご覧ください。

制服譲渡会

https://terihakitako.blogspot.com/

