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令和４年８月１日発行

まいづる公民館だより

〔イラスト著作権 がくげい〕

◆ 公民館主催の講座 ◆ 舞鶴公民館ブログ

詳しい内容は、ブログをご覧になるか、
直接公民館にお問い合わせください。

≪R３年度 人権標語作品≫ さしのべる 友を助ける その右手 （小学６年生） ／ いじめゼロ みんな笑顔の 舞鶴に （小学６年生）

≪臨時休館日のお知らせ≫
公民館は、下記の日の利用がない場合、休館します。
◎８月３０日(火)  ・・・申込みは８月１６日(火)１７時まで
◎８月１３～１５日（お盆）・・・申込みは７月３１日(日)17時まで

必ず申し込みが必要です。
申込み受付は、

８／1（月）９：００～です。

来年は、舞鶴公民館が現在の場所に移転し

て１０年目を迎えます。

そこで「舞鶴地区 ～過去から未来へつなぐ

ふるさと～写真展」の開催を計画しました。

お家にある写真を提供していただけませんか。

・ 昔の街並みや暮らし、行事の様子などが

わかる写真。

（場所や年代がわかるとありがたいです）

・ 白黒やカラーどちらでも構いません。

・ 提供いただいた写真の返却はいたしま

せんのでご了承ください。

☆募集期間 令和４年８月１日～１２月２０日

公民館受付にご提出ください。

『緑のカーテンコンテスト』作品募集

朝顔やゴーヤなどによる緑のカーテンを設置し

ている個人や団体の作品を募集し、コンテストを

実施します！

詳細は公民館などで配布する応募用紙や、市

のホームページをご覧ください。

◎ 応募期間 ： 8/1～8/31(必着)

【問合せ先】環境局脱炭素社会推進課

TEL711-4282

懐かしい舞鶴の写真募集

★申込み受付は、窓口・電話のみです。（FAX・メールは不可）

★申込みは、定員になり次第しめきりとなります。

★ 場所の記載がないものは、すべて舞鶴公民館で行います。

★ ご来館の際は、検温 及び マスク の着用をお願いします。

講座名 月日 時間 対象 定員 内容 講師 参加費 その他

夜間講座

「今　知っ得！　お金の話」

８／２

(火）

1９：００

　　～２０：００
１８歳以上 ２０名 iDeCoやNISAについて 北九州銀行さん 無料

舞鶴カフェ

「オーケストラを聴きながら」

8／17

(水）

13：30

　　～15：30

舞鶴地区

の方
20名

シニアオーケストラのみなさん

による懐メロ・唱歌の演奏
シニアオーケストラ 無料

共催：

舞鶴自治協議会

舞鶴社会福祉協議会

まいづる夜カフェ

「教えて！ 私にあった日本酒選び」

8／1９

(金）

1９：０0

　　～20：3０

舞鶴地区に

お住まい又は

お勤めの

２０歳以上の方

２５名

日本酒の基礎知識はもちろん、

選び方などについて学びます。
※ 試飲をしますので、自転車や

車での来館はできません。

住吉酒販有限会社

博多本店店長

中村 晋之介 さん

５００円
共催：

舞鶴自治協議会

こちらMHK（舞鶴放送局）

「Zoomで一緒にラジオ体操」

8／２4

（水）

13：00

　　～13：15
どなたでも 無料

① ９/　４(日)

②１０/　２(日)

③１１/１３(日)

④１２/　４(日）

１０：００

　　～１１：３０

舞鶴男女共同参画推進委

員会、舞鶴公民館

　⑤かるた大会

　R５年

　　　１/２２(日)

１０：００

　　～１２：００

九州かるた協会副会長

竹井 雅幸 さん(予定)

宿題かたづけ隊

8/１（月）

8/４（木）

8/５（金）

１０：００

　　～１２：００
小学生

各日

24名

大学生が分からないところを丁

寧に教えてくれます。これで夏休

みの課題もばっちり。

大学生 無料

書道教室（３・４年）
８／２

（火）

１０：００

　　～１２：００

小学

３・４年生
20名 無料 ※定員になりました。

書道教室（５・６年）
８／３

（水）

１０：００

　　～１２：００

小学

５・６年生
２０名 無料

オリジナルプレートづくり
８／18

（木）

１０：００

　　～１２：０0
小学生 ３０名

廃ガラスでオリジナルのプレートを

作る。

３Rステーション

のみなさん
無料 ※定員になりました。

木のフォトスタンドづくり
８／20

（土）

１０：３０

　　～１２：００

４歳～

小学３年生
（未就学児は保

護者同伴）

１５名
廃材、剪定枝を使って工作しま

す。持参したボタンやビーズなど

も飾ることができます。

３Rステーション

のみなさん
無料 ※定員になりました。

共催：

舞鶴男女共同参画推進

委員会

無料

公民館サークルの先生が、丁寧

に指導してくださいます。

※習字道具を持ってきてくださ

い。(墨汁・半紙も忘れずに）

大田　弘美　さん
(公民館サークル

「楽しい書き方習字」

講師)

夏

休

み

こ

ど

も

講

座

 一緒にラジオ体操しませんか。

 公民館からZoomで発信。公民館に来てもOK！

★ ZoomのID ： 815 2918 8010
 パスワードは公民館にお尋ねください。

百人一首講座

「百人一首かるたの会」

 （５回シリーズ）

小学

３～６年生
２０名

百人一首を楽しく学べる講座。

短い時間で楽しくステップアップ。

☆ 7/1～受付中

☆ 7/1～受付中

☆ 7/1～受付中
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≪ お盆の供物収集のお知らせ ≫

日 時： ８月１５日（月） １７時～２１時３０分

場 所： 舞鶴小・中学校 駐車場入口付近

問い合わせ先：舞鶴自治協議会 ☎７７１－６６８６

舞 鶴 自 治 協 議 会 だ よ り

３日（水）サロン舞鶴

５日（金）体育振興会定例会

1０日（水）防犯パトロール（防犯組合青年部）

1０日（水）育成会役員会

１６日（火）第3回夏祭り実行委員会

１７日（水）舞鶴カフェ

17日（水）男女共同参画推進委員会定例会

19日（金）まいづる夜カフェ

2４日（水）民生委員定例会

2４日（水）Zoomでラジオ体操

8月の地域行事

≪ ぴよぴよ子育て広場 ≫ ※予約が必要です

日 時 8月8日（月）１０：００～１２：００

定 員 8組 8月１日（金）より申し込み

受付：舞鶴公民館 ℡ ７７１－３５４１

主 催 舞鶴衛生連合会

日 時 ８月２７日(土)１７時～２０時

場 所 舞鶴小・中学校 グラウンド
（雨天時：駐車場）

舞 鶴 地 区

夏まつり

どなたでも参加できる地域のお祭りです。

いろいろな売店コーナーや出し物、盆踊りや

お楽しみ抽選会など準備しています。

皆さんお気軽に遊びに来て下さいね。

今年は抽選券付きウェットティッシュを用意。

当日１６時５０分から配布します。

舞鶴地区夏まつり実行委員会

≪ ラジオ体操をいっしょに ≫

衛生連合会では、ラジオ体操の取り組みを始めました。

公民館でみんな一緒に。またはZoomでお部屋でお気軽に。

ラジオ体操の第1と第2をやってみませんか？

・毎月第４水曜日 １３：００～１３：１５ 今月は8月2４日（水）

・場所 舞鶴公民館 講堂

※ZoomのIDは公民館だよりに掲載しています。

感染症予防対策を取り3年ぶりに開催

いたします

感染状況によっては中止させていただ

く場合もあります

学校敷地内は全面禁煙です。

灰皿の設置も行いません。




