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着任のご挨拶
初めまして、この度の異動でこちらに参りました岡本智美と申
します。これまでは地域の皆様と直接お会いする機会が殆どな
い部署にいましたので、今回、この南部まちづくりセンター勤務
をとても新鮮に感じています。まだまだ不慣れなことばかりです
が、こちらの地理や歴史なども勉強しながら、地域の一員となれ
るよう努めたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいた
します。
本来であれば、この穏やかな陽射しの中、子どもたちの声が
響き、新年度の講座がスタートするはずでしたが、新型
コロナウイルス感染拡大を防止するため、当公民館も
休館となり、館内は寒々とひっそりしています。一日も
早く収束し、当たり前の日常が戻ってくることを心から
祈っております。
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よろしくお願いします

公民館からのメッセージ
公民館休館から早くも２ヶ月近くが経とうとしておりますが，未だなお開館のお知らせができない状況です。開館を心待
ちにされておられると思いますが，新型コロナ感染症の蔓延防止のためにご理解ください。
なお，下記の主催講座につきましても中止・延期を含めてお知らせとなります。
（４月 14 日時点）

開催講座

開催日

時間（時）

定員

費用

パソコンよろず相談
～初心者向け～

5 月 29 日（金）

午前 9 時～正午

10 人

無料

ワード入門講座 ２
2010 以降対応

6 月 3 日～12 日
水・金 全４回

午前 10 時～正午

10 人

キッズダンス

6 月 7 日～ 7 月 26 日
主に日曜日 全 7 回

午前 10 時～正午

20 人

資料代
600 円

対象

締切日

パソコン持込が
できる方
パソコン持込が
できる方
（レンタル可）

当日直接当館へ
先着順

小学生

５月２８日（木）

無料

囲碁･将棋（午後 1 時半～4 時 定員 36 人）

公民館キッズルーム 毎月第 1・3 土曜日（通年） テニス（午後 1 時半～、2 時半～ 定員 各 10 人）
5 月は 16 日
～囲碁・将棋、テニス
お話し会 ※第１土曜のみ
お話し会（※）～
6 月は ６・２０日

５月２６日（火）

いずれも参加費無料
幼児・小中学生対象
申込なし直接当館へ

（小学生向け：午後１時半～ 定員 18 人）

申 込 方 法

上記の講座は、往復ハガキにて申し込みできます。

往信用に・講座名・氏名(保護者・お子さん、お子さんは学年も)・住所・電話番号・年代・小学校区を、返信用には本人様の宛名を書いて、

〒861-4106 熊本市南区南高江 6-7-35 南部公民館

までお送りください。 ※ハガキをお持ちくだされば、事務所でも受付可

※定員オーバーの場合、抽選 ※電話での申込みは不可 ※ 受講に際し，公民館で配慮が必要な場合は，遠慮なくご相談ください。
※インターネットでも申し込みができます。 詳しくは、熊本市ホームページ＞学びスポーツ＞生涯学習＞「南部公民館」へ

じどうかん
新型コロナウィルス感染拡大に
伴い変更や中止になる場合が
あります。
最新の児童館だよりや
市の広報等をご確認ください。

☏TEL ３５８-１７０５（直通）

よりお知らせ

児童館では、ケガや事故を防いで楽しく

新年度になり児童館カードが新しく
なります。
児童館を利用するには『申請書』を
記入していただきカードを作成します。
カードを作る時には
氏名・電話番号・緊急連絡先の２つの
電話番号が必要です。

遊んでいただくために利用時間を
分けています。皆様のご理解、
ご協力をよろしくお願いいたします。
乳児・幼児と保護者優先
午前 9 時～午後 1 時
小学生優先
午後 1 時～午後 5 時

✧✦児童クラブ員募集✦✧
☆絵画造形クラブ
日程：２年６月～１２月（全８回）
第２土曜日(午後２時～４時)
講師：大木 友美先生
定員：１６人 参加費：４，０００円

☆ 南部ジュニア卓球クラブ
随時、受け付け中です。

日程：２年６月～８月（全６回）
第１・３土曜日(午後２時～４時)
講師：竹口 夕子先生
定員：16 人 参加費：１，０００円

（応募多数の場合は抽選）
◎抽選結果は開館日が決まり次第

《申込み方法》
：往復ハガキ、または児童館での受付
※電話不可
★往復ハガキの方・・往信用に希望クラブ名・住所・氏名（保護者・
子ども・ふりがな記入）電話番号・小学校名・学年を記入
返信用に申込者の住所・氏名を記入してください。
《一人につき１枚》
★児童館での受付の方・・郵便はがき持参《一人につき１枚》
（ハガキの表に申込者の住所と氏名を記入してお持ちください。
）

図書室よりお知らせ
新型コロナウィルス感染症拡大防止の
ため、休室しております。再開につきま
しては、決まり次第お知らせいたします。
★ 現在は、貸出・予約ができません。
★ 本の予約をされた方へ
既に届いている予約本の取置期限は
開室日が決まり次第、延長する予定です。

★ 返却ポストについて
現在南部公民館正面玄関内に設置しております。
ただし、紙芝居、大型絵本、雑誌、CD 付の本、
朗読カセットについては破損等の恐れがあります
ので返却ポストに入れずに、臨時休室終了後に
窓口へ直接お返しください。

応募された返信用ハガキにて
お知らせします。
◎ご不明な点は児童館まで
お尋ねください。

TEL 358ー1706（直通）

〈５月新刊案内〉

全館の新着本よりお知らせしています。

タイトル

著者

クスノキの番人

東野圭吾

よその島

井上荒野

発注いただきました！

朝井リョウ

ひこばえ 上・下

重松清

夜がどれほど暗くても

中山七里

夜明けの M

林真理子

70 歳からのらくらく家ごはん

中村育子

服を 1 着買ったら、2 着捨てなさい。

飯田久恵

考えなくていい冷凍作りおき

上島亜紀

無印良品本当に売れている１１５アイテム

タスカジさんが選んだ本当に使える
１００均アイテム１００選
めんどうな遺伝子検査をしなくても自分
の遺伝子がわかる本
地球に住めなくなる日
もしかして発達障害？
子どものサインに気づく本

――
――
植前和之
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――

