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健軍商店街でパンダ焼き復活に伴う販売会イベントが開催されます！
～高校生によるくまもと地域課題解決プロジェクト～
ルーテル学院高校主催、（一社）みらいず設計 Lab.の共催で実施している、高校生によるくまもと地域課題解決
プロジェクトの「健軍チーム」では、健軍商店街の名物であり、2019 年に惜しまれつつ閉店した、ニュー若草のパ
ンダ焼き復活と、健軍商店街のにぎわい復活を目指し、活動を行っています。
このたび、えびす屋餅本舗様とパン オ ルヴァン様のご協力により、いよいよこれまでと違い、リニューアルされた
“新”パンダ焼きが完成し、販売会イベントが開催されます！
ぜひ、みなさま会場にお越しください。
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止となる場合もございます。）

日時：

4 月 3 日（土） 11 時～

会場：

健軍商店街内

売り切れ
次第終了

よって館ね付近

備考：“新”パンダ焼きは数に限りがございます。
健軍商店街内シェアキッチンオープンイベントも
同時開催予定です♪

◆東部公民館主催講座のご案内

熊本市東部公民館
検索
※裏面に続く
4 月からの募集講座をご紹介します。ホームページからもお申込みができますので、ぜひご利用ください。

その①：講座名「かんたん！リフレッシュダンス」
【概
【日

要】 簡単なダンスを体験し、体づくり・心ほぐしを進め、運動を取り入れる機会をつくります。
時】 令和 3 年（2021 年）第 1・第 3・第 5 火曜日 午前 10 時～11 時半
5/18,6/1,6/15,6/29,7/6＜全 5 回＞
【場 所】 東部まちづくりセンター・公民館（ホール）
【対 象】 どなたでも＜定員：25 人＞ ※参加費：無料
【講 師】 KAYO（STUDIO.4TUNE 代表）
【申込み】 窓口（はがき持参）
、往復はがき、よろず申請本舗
※申込締切日：4/29（木）
、多数の場合抽選
【準備物】 運動に適した服装・シューズ、給水用具、タオル、他

その②：講座名「親子ものづくり・動くおもちゃをつくろう！」
【概
【日
【対

要】 手作りの動くおもちゃづくりを通して、ものづくりの楽しさを学びます。
時】 令和 3 年（2021 年）5 月 30 日（日） 午前 10 時～正午
象】 子（年中児～小３）と保護者＜定員：10 組＞ ※参加費：無料
※原則として、1 組の定義は「子 1 名と保護者 1 名」とします。
【場 所】 東部まちづくりセンター・公民館（ホール）
【講 師】 能丸
親さん・小山 和美さん（熊本市ものづくりサークル会員）
【申込み】 窓口（はがき持参）
、往復はがき、よろず申請本舗
※申込締切日：5/13（木）
、多数の場合抽選
【準備物】 持ち帰り用バッグ、その他

その③：講座名「LINE の基礎・基本」
【概

要】 登録や設定・基本操作について学び、コミュニケーション・ツールの活用につなげます。

【日

時】 令和 3 年（2021 年）6 月 3 日（木）
・17 日（木） 午前 10 時～正午 ＜2 回＞

【場

所】 東部まちづくりセンター・公民館（Ａ研修室）

【対

象】 LINE が使えるスマートフォンかタブレットを持参できる方＜定員：16 名＞

【講

師】 「マリオネット」より 2 名の派遣講師

【参加費】

600 円（資料代）

【申込み】

窓口（はがき持参）
、往復はがき、よろず申請本舗
※申込締切日：5/18（火）、多数の場合抽選

【準備物】

筆記用具、その他

◆今月の休館日（公民館・図書室・児童館）
➢
➢

４月の休館日：5 日（月）
・12 日（月）・19 日（月）
・26 日（月）
８日（木）は、図書整理日のため、図書室のご利用はできません。

◆児童館からのお知らせ
１ 令和 3 年度東部児童館児童クラブ(スポーツクラブ)の募集
【期日・回数】令和 3 年（2021 年）5 月 22 日・29 日、6 月 12 日・26 日・7 月 10 日 土曜日(全 5 回)
【時間・対象】①午後 2 時～2 時 50 分 新小学 1・2 年生＜定員：15 名＞
②午後 3 時～3 時 50 分 新小学 3 年～6 年生＜定員：15 名＞
【場所・定員】東部まちづくりセンター・公民館（ホール）
【 申 込 方 法 】①往復はがき（講座名・受講者名（ふりがな）
・学校名・新学年・保護者名・住所・電話
番号を記入）
、②児童館事務室窓口（返信用はがき持参）、③東部児童館ホームページ
【 そ の 他 】◇申込期間は、4/1(木)～4/23（金）です。※往復はがきは必着、多数の場合抽選
◇兄弟姉妹の場合も、人数分の申込みが必要です。
２ 「こあらっこくらぶ（０・１・２歳児）」の活動を始めます。＜4 月の活動＞
4/13（火）
：身体測定（ひよこのへや）
、4/20（火）：ふれあい遊び、4/21（水）：わくわく運動遊び、
4/27（火）
：身体測定（こりすのへや）
、4/28（水）：親子でエクササイズ
◇すべて申込制です。開催日の 1 週間前の火曜日より先着順で受け付けます。
◇詳しくは、児童館だよりでご確認ください。

◆図書室おすすめの本
『せいちゃん』成松 真理子／作・絵、/EＮ/マツ
この本は、僕とせいちゃんの友情が描かれていてとても心温まるストーリー
です。卒業などでお友達と別れてしまい、寂しい思いをされている方には特に
おすすめです。

◆新着図書のご案内
おとな向けの本
書
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妻が口をきいてくれません

野原 広子

世界の神話大図鑑

フィリップ・ウィルキンソン かわいいうそ・のカワウソ絵本

Ｌｏｍｍｙ

強みの育て方

ライアン・ニーミック かなしみのぼうけん

近藤 薫美子

悪者図鑑

トキワ エイスケ

ぱくぱくはんぶんこ

南 伸坊

老婦人マリアンヌ鈴木の部屋

萩野 アンナ

よくできました！こどもルールブック

齋藤 孝

まくらが来りて笛を吹く

春風亭 一之輔

しりとり

安藤 光雅

うえだ まこと

