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託麻まちづくりセンター・公民館からのお知らせ
10 月より、託麻公民館・児童館・図書室は、一部制限して開館しております。皆様の
ご利用をお待ちいたしております。10 月 31 日（日）は、衆議院選挙の投票会場となりますため、
全館休館となります。ご了承ください。また、10 月後半に予 定しておりました、熊本市と熊本
県の科学展がオンライン開催に変更となったことに伴い、会議室とホールの使用がキャンセルとな
りました。ご利用を希望される方は、公民館までお問い合わせください。
今後、再度新型コロナウイルス感染症の感染拡大となった際は、公民館が臨時休館となる場合が
あります。その場合は、ご予約いただいている団体様にはキャンセルのお願いのお電話をさせてい
ただきますので、ご了承下さい。11 月号に掲載しております主催講座につきましても、状況によ
っては、開催を見送る場合があります。zoom で開催しておりますオンライン講座は、臨時休館と
なった場合でも開催いたしますので、皆様のお申し込みをお待ちいたしております。
【11 月の定期休館日】 11 月１日（月）・８日（月）・15 日（月）・22 日（月）・29 日（月）
※ 11 月の第３木曜日 18 日（木）は、図書整理日のため図書室のご利用はできません。

【11 月・12 月の講座情報】
①
②
③
④
⑤
⑥

英語であそぼう！
聴き方伝え方講座（オンライン）
心と体の健康講座（オンライン）
シニア初心者向けパソコン教室
おはなしの部屋
公民館サポーター
託麻公民館

講座申し込み方法
①往復はがき（右参照）
②窓口（返信用のはがき
１枚（63 円）を持参）
③インターネット
※公民館ＨＰの主催講座
情報をご覧ください。

往信

英語であそぼう！

認いただくか、公民館にお問い合わせください。

□□□□□□□

空白
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返信

※応募数が定員を超え
た場合は、抽選とさせ
ていただきます。

あ
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た
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あ
な
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ご
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所

①希望の講座名
②お名前
③ご住所
④お住まいの
小学校区
⑤電話番号
⑥年齢（年代）

※受講に際し、ご質問や公民館で配慮が必要なことがある場合は遠慮なくご相談ください。

聴き方伝え方講座

【と き】11 月 20 日（土）午後２時～３時頃
【ところ】託麻公民館 ２階
ホール

【と き】11 月 25 日（木）午後１時～３時
【ところ】オンライン（zoom）

【費
【対
【講

【費
【対

【申

用】無料
象】小学生 12 名
師】九州ルーテル学院大学
先生と学生のみなさん
込】11 月 11 日（木）まで
（必着）

主催講座③

健康講座

になります。事前にご自宅のインターネット通信
環境をご確認いただき、スマートフォンやタブレッ
トからご参加の方は、zoom のアプリ（無料）を
インストールしておいてください。
受付できる場合もありますので、ホームページをご確

コミュニケーションについて学ぶ

人それぞれに価値観や考え方は異
なり、考え方の違いがコミュニケーシ
ョンでのすれ違いを生みます。本講座
では、人それぞれの考え方がどれくらい違うかを
診断ツールにて確認し、考え方の違いを尊重した
聴き方、伝え方を教えていただきます。

更年期を元気に乗り越える秘訣を学ぼう！

※人数制限のない講座につきましては、申込締切後も

主催講座②

小学校でも英語の学習が始まり，
英語学習の機運が高まってきました。そんな環
境の中で、英語が大好きな子どもを育成するた
め、身近な素材を使った「英語であそぼう」講
座をネイティブの先生がおこないます。例年、
笑い声でいっぱいになる楽しい講座です。

心と体の健康講座

861-8038
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英語を全く知らない子でも楽しめる！

オンライン（zoom）と掲載している講座に
つきましては、ご自宅から参加していただく講座

下記のように必要事項をご記入の上、郵送してください。（締切日必着）
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主催講座①

運動苦手な方必見！今回ご紹介するのは、簡
単にできる、骨盤底筋トレーニングです。骨盤底
筋トレーニングをすると、体幹が強化され、腰痛
予防やウエスト シェイプにつながります。将
来的に心配される尿漏れなども予防できます。
性別・世代問わず、どなたでもどうぞご参加くだ
さい！
【と き】12 月３日（金）午後７時～８時半
【ところ】オンライン（zoom）
【講 師】一般社団法人 FP ランド 代表
理学療法士 辻 陽子さん
【対 象】どなたでも
【費 用】無 料
（※インターネット環境のある方）
【申 込】11 月 25 日（木）まで

用】無料
象】どなたでも

（※インターネット環境のある方）

【講
【申

師】ハート・ラボ・ジャパン
代表 知識 茂雄さん
込】11 月 11 日（木）まで

主催講座④

シニアのためのパソコン講座

シニア初心者向けパソコン教室（11 月）
パソコンの起動、文字入力、保存、印刷、イン
ターネット検索方法などの基礎が学べます。
【と き】11 月 6 日（土）午後１時～４時頃
【講 師】託麻 IT ボランティアの会のみなさん
【ところ】託麻公民館 ２階 C 会議室
【対象】60 歳以上６人 【費用】無料
【申込】10 月 29 日（金）まで

シニア初心者向けパソコン教室（12 月）
パソコンの起動、文字入力、保存、印刷、イン
ターネット検索方法などの基礎が学べます。
【と き】12 月４日（土）午後１時～４時頃
【講 師】託麻 IT ボランティアの会のみなさん
【ところ】託麻公民館 ２階 C 会議室
【対 象】60 歳以上６人【費 用】無 料
【申 込】11 月 18 日（木）まで

主催講座⑤

主催講座⑥ ボランティアを楽しみませんか？

「できることをできるしこ」をモットーに、
おはなしボランティアグループ「たくま読書 気軽にボランティア活動をしています。あなた
とおはなしの部屋」のみなさんによる、とても楽 も参加してみませんか？公民館の花壇の整備や
しいおはなし会です。
敷地の草取りなど、お話ししながら楽しくボラ
素敵なお話をたくさん聞くことができます！ ンティア活動をしています。どなたでもお気軽
ぜひお越しください。
にご参加ください。
【と き】11 月 13 日（土）午後２時～２時 45 分 【と き】11 月 26 日（金）午前 9～10 時頃
【ところ】託麻公民館 １階
和室
【集合場所】託麻公民館
1 階 ロビー
【対

象】幼児と保護者、小学生

先着順６人

※前日に、開催の有無を電話で
お尋ねいただいた上で、会場へ
お越しください！
託麻公民館 096－380－8118

【申 込】 前日までに開催の有無をお電話で
お問い合わせください。
※軍手、帽子、飲み物、移植ごて（ある方だけ）
をご持参ください。
雨天中止

総務省 行政相談員

暮らしの行政なんでも相談

社会福祉・子育て・税金・戸籍・土地境界など、何でもご相談ください。
【と き】 11 月９日（火） 午前 10 時～正午
【ところ】 託麻公民館 ２階 B 会議室
※ 開催の有無につきましては、前々日（７日）までに公民館に
電話でお問い合わせください。託麻公民館 096－380－8118

毎週火曜日
使用済み天ぷら油

開館時間中

（11 月 2・9・16・30 日）
…ペットボトルに入れてお持ちください。

乾燥生ごみ …電気式生ごみ処理機で乾燥処理した生ごみに限ります。
使用済み小型家電 … 使用済み小型家電のみ、常時回収しています。公民館正面玄関に回収
ボックスを設置しています。今年度より回収ボックスの投入口（２５ｃｍ×１０ｃｍ）から投入できな
いものは回収しません。その場合は、埋め立てごみとしてお出しください。
※詳細は「ごみ・資源収集カレンダー」の、資源物の拠点回収のページをご覧ください。
【お問い合わせ】 廃棄物計画課 TEL ３２８-２３５９
使用済みの天ぷら油は、バイオディーゼル燃料に作り替えられ、リサイクルして使われます

