「使用済み天ぷら油」「乾燥生ごみ」の拠点
回収日は毎週水曜日です。５月は１日・８
日・１５日・２２日・２９日です。

熊本市配布文書
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幸田まちづくりセンター【℡:378-0172（月～金）※土・日・祝日は休み 〒861-4108 南区幸田 2－４－１】
幸田総合出張所【℡:378-0172（月～金）※土・日・祝日は休み】 ＊まちづくり班専用【378-0202】
幸田公民館・図書室・児童館【℡:379-0211 月曜日は休み ※月曜が祝日休の場合は火曜が休館日です。
】

◆平成３１年度

幸田公民館

自主講座開講しました！！◆

平成３１年度「幸田公民館自主講座」は、全５７講座でスタートしました。約１,０００人の方が
参加されています。健康・運動・舞踊・文学・語学・歴史・古典・茶道・華道・書道・絵画・音楽
料理・手芸など分野も多岐に渡っています。
現在 9 講座が定員に達しています。まだ空きのある講座もあります。
興味・関心のある講座がありましたら、ぜひお申し込みください。申し
込む前に、講座見学（無料）もできます。
申込は、幸田公民館１階事務室で行っています。お気軽にお立ち寄り
ください。職員一同、皆様のご来館、お待ちしております。

ささえりあだより

【オレンジカフェにお立ち寄りください】
名称・連絡先

「オレンジカフェ」は、認知症の人と家族だけ

日時

場所

オレンジカフェかおり

毎月 11 日（平日のみ）

連絡先）370-5055

13 時半～15 時半

いろはカフェ

第１水曜

連絡先）370-5055

13 時半～15 時半

予防のことだけでなく、健康づくりなど様々な情

サンシティハウスカフェ

第２木曜

サービス付高齢者向け住宅

報を気軽に得る取組みが行われています。どなた

連絡先）370-2200

14 時～16 時

サンシティカフェ内

まるごと元気カフェ in 和楽

第３水曜

ウェルネススクエアー和楽１F

連絡先）370-2244

15 時半～17 時

田園キッチン内

※参加費１００円（飲み物代）

ひまわりカフェ

第２・４水曜

グループホームほがらか内

場所や内容等につきましては、ささえりあ幸田

連絡先）377-1300

13 時～15 時

一期（いちご）カフェ

第３木曜

デイサービスヴィーヴル

連絡先）373-2422

14 時～16 時

へいせい事務所内

ではなく、地域にお住いの方、専門職等の誰もが
参加できる「つどいの場」です。認知症・認知症

でも、どこにでも立ち寄ることが出来ます。

（370-5055）まで、お気軽にお尋ね下さい。

ジュニア３Ｂ体操【全５回】
【期日】5 月 19 日（日）・５月 26 日（日）６月 9 日（日）
６月１6 日（日）６月２３（日）
（ホール）

【時間】午前 10 時～正午【対象】小学生 ３０人
【講師】中村 里美先生
【費用】無料
【持参物】体操のできる服装
・室内シューズ（学校の上履き
でも可）・水筒・タオル

【締切】５月１１日（土）

ささえりあ幸田事務所内

田迎地域コミュニティセンター内

樹脂粘土で花を作ろう【全 2 回】
【期日】５月２５日（土）・５月２６日（日）
B 会議室
【時間】午後１時～午後４時
【対象】２０歳以上の方 １５人
【講師】早井 節子 先生
【費用】1.500 円
【持参物】タオル３枚・ポケット
ティッシュ１個

【締切】５月１８日（土）

☆６月教養講演会の予告☆
【日 時】６月 30（日） 午前１０時～正午
中尾 有沙（なかお ありさ）さんの講演会です。障がいと向き合い、車椅子陸上競技に挑戦
されたことを通して話されます。詳細は、幸田だより６月号でお知らせします。
【上記の３つ主催講座申込方法】
＊①～③のいずれかでお申し込みください。
詳細は、幸田だより６月号でお知らせします。
①締切日までに往復はがき必着
②はがき持参で窓口申込
③幸田公民館ＨＰより
（☆主催講座の受講に際し、公民館で配慮が必要な場合には、遠慮なくご相談ください。
）

子育てほっとステーション

こうだ児童館だより

児童館では、幼稚園・保育園に入園されるまえの乳幼児とその保護者を対象にした親子活動を行っています。
（午前 11 時～午前 11 時 40 分）活動内容に関するお問い合わせは児童館事務所までどうぞ。

朝の活動のご案内
もこもこクラブ会員
対象活動

１３日（月）新幹線ハイク【申込制】
９日（木）フープであそぼう
１０日（金）シールをはってあそぼう
１６日（木）おはなしタイム
１７日（金）幸田図書室に行ってみよう
２３日（木）トンネルあそび
★２４日（金）６月のカレンダーづくり（申込制）
３０日（木）クレヨンであそぼう（クレヨン持参）
★３１日（金）栄養士さんのお話（乳幼児向け）・・・午前１０時３０分～午前１１時３０分

《朝の活動》
どなたでも
参加できます
（木・金曜）

★６月のカレンダーづくり（申込制）・・・５月９日（木）～５月１７日（金）先着１０組の親子（児童館事務室で受付）
製作道具（のり・クレヨン・サインペン）をご持参ください。
★栄養士さんのお話（乳幼児向け）・・・栄養は足りてる？偏食で困っている。体重が増えないなどいろんな悩みに栄養士
さんが答えてくれますよ。簡単なおやつの作り方も教えて下さいます。お話を聞
きたい方は、どなたでもどうぞ。

もこもこクラブ対象活動 新幹線ハイク
【日時】５月１３日（月）
午前１０時
【集合場所】JR 熊本駅新幹線口
【行き先】八代
【定員】先着１２組の親子
【申込】児童館事務室にて受付中
【参加費】５００円 ※当日、現地で徴収
★詳しい内容は、児童館内に掲示されているポスターにてご
確認ください。

もこもこクラブ会員募集中です！！
子育て中の皆さんが集まって楽しい活動をしています。
お友達づくりをしたい方、気分転換したい方等、是非どうぞ！！
詳しくは、児童館にお尋ねください。
５月のお休み（月曜休館）
７日・１３日・２０日・２７日
１日（水）～６日（月）は祝日で開館
しています。

開館時間
午前９時～午後５時
※乳幼児のご利用の際は、必ず保護者の
同伴が必要です。

★土曜おはなし会★

～参加費無料・申込不要です！～
楽しいお話（絵本の読み聞かせ）を聞きに来ませんか！
５月１１日（土） 午前１１時～午前１１時半 児童館

図書室より
<大人向けの新刊本>

<こどもむけのあたらしいほん>

タイトル

著者名

タイトル

著者名

月とコーヒー

吉田 篤弘

グリーンマントのピーマンマン

さくら

Ｍ＆Ａ神アドバイザーズ

山本 貴之

ビーバーそらのたび

マグナス・ウエイトマン

うちのレシピ

瀧羽 麻子

イライラくんとこえだちゃん

レモニー・スニケット

崖っぷちパラダイス

谷口 桂子

放課後、きみがピアノをひいていたから

柴野

このクスリがボケを生む！

近藤 誠

そば打ち甲子園！

そば打ち研究部

食事でよくなる！子供の発達障害

ともだ

羊の告解

いとう

猫いっぱいのスイーツ BOOK

Laura

モノ・ジョーンズとからくり本屋

シルヴィア・ビショップ

ミニマリストな暮らし方

すばる舎編集部

秘密をもてないわたし

ペニー・ジョエルソン

写真の写し方入門

逸見 仁

ことばあそびのたび

谷川

海外名作映画と巡る世界の絶景

インプレス編集部

こども四字熟語

齋藤 孝

５月：午前９時半～午後５時開館
日

月

火

水 木 金 土
１ ２ ３ ４
５ ６ ７ ８ ９ 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
■は休室日です！

かずこ

ともこ

理奈子

みく

俊太郎

図書室よりお知らせ☆☆雑誌の新刊が入りました！
『ラジオ深夜便』 『ＬＤＫ』バックナンバーは借りることができま
す。バーコードがついているものは 1 人 2 冊です。
どうぞご利用ください。
☆お願い
図書室では、携帯電話やスマートフォンは、マナーモードにするか、
電源をお切り下さい。

