天明公民館 ２２３－０１１８

【時間】午後 1 時半～午後 3 時半

≪7・8・9 月生まれの誕生会≫

【場所】天明公民館２階Ｃ会議室

【日時】9 月 26 日（木）午前 10 時半～

【内容】古着などの布や自然のもの等を利用

【場所】天明公民館 １階 児童室

して、
簡単なアクセサリーをつくるもの。

９・10 月の講座案内

【対象】未就園児とその保護者

【対象】どなたでも

【費用】無料

【募集】15 人（申込み多数の場合は抽選。）

【準備物】なし（前日までに写真 1 枚持参）

次の募集講座は、次の①～③のいずれかの方
法でお申し込みください。
①往復はがき

【講師】銭塘手遊び会のみなさま

【申込】9 月 3 日（火）～20 日（金）

②公民館窓口(62 円はがき持参)
③ホームページからの申し込みが可能です。

【申込〆切】9 月 5 日（木）午後５時まで

【費用】700 円（材料代）

9 時～17 時。児童室窓口または電話も可。

暮らしが楽になる整理収納
ＥＸＣＥＬ基礎

【期日】9 月 21 日（土）
・10 月 5 日（土）

【期日】9 月 3 日（火）

今月のお勧め１冊

（全 2 回）

～6 日（金）
（全 4 回）

『クジラアタマの王様』（NHK 出版）

【時間】午前 10 時～正午

【時間】午後７時～午後 9 時

【場所】天明公民館 ２階 Ｂ会議室

【場所】天明公民館２階Ｂ会議室

【内容】ストレスフリーな暮らしは家が片付

【内容】表計算ソフト EXCEL の基礎を学ぶ
初心者向けパソコン講座。

伊坂

幸太郎/著

くことで実現。そのノウハウを丁寧

内容紹介

に伝えます。

製菓会社に寄せられた１

【対象】どなたでも

【対象】どなたでも

本のクレーム電話。広報

【募集】15 人（申込み多数の場合は抽選。）

【募集】20 人

部員・岸はその事後対応

【講師】マルチニークインストラクター

【講師】１級整理収納アドバイザー

をすればよい…はずだっ

【費用】800 円（テキスト代）
【申込〆切】8 月 22 日（木）午後５時まで

お話し会（第 3 回目）

出口りつ子 さん

【費用】無料

岸の日常は思いもよらない事態へと一気

【申込〆切】9 月 12 日（木）午後５時まで

に加速し…。書き下ろし長編小説。

パワーポイント基礎

【期日】9 月 10 日（火）
【時間】午前 10 時半～正午

『紙芝居』などを行う会。

【対象】乳幼児とその保護者

《一般書》

【期日】10 月 1 日（火）～4 日（金）

途中下車はできません

山本巧次

天使も怪物も眠る夜

吉田篤弘

【時間】午後 7 時～午後 9 時

愛が嫌い

町屋良平

【場所】天明公民館 ２階 Ｂ会議室

明日の世界が君に優しくありますように

【場所】天明公民館２階 和室
【内容】『絵本の読み聞かせ』『わらべうた』

た。だが、訪ねてきた男の存在によって、

（全 4 回）

【内容】プレゼンテーションソフト、パワー

【募集】１０組ほど

ポイントの基礎を学習する初心者向

【講師】「おはなしポッケ」

けパソコン講座。

汐見夏衛

《児童書》

【費用】無料

【対象】どなたでも

こどもしょくどう

【申込み】事前の申込みは必要ありません。

【募集】15 人（申込み多数の場合は抽選。）

ぼくたちは卵のなかにいた

【講師】マルチニークインストラクター

このドアだれのドア？

【費用】1000 円（テキスト代）

なにになるのマカロニさん

直接当日会場へ。

キッズコーラス

（よみもの）

（よみもの）
（えほん）
（えほん）

【申込〆切】9 月 19 日（木）午後５時まで

《実用書》

【期日】 9 月 14 日，21 日，28 日
10 月 5 日，12 日，19 日
（毎週土曜全 6 回）

天明児童室からのお知らせ

【時間】午後 2 時～午後 4 時

【対象】年長児から小学生まで

夏休み中はたくさんおいでいただ
きありがとうございました。9 月もイ
ベントなど準備してお待ちしてます。
≪親子でリトミック≫

【募集】20 人（申込み多数の場合は抽選。）

【日時】9 月 18 日（水）午前 10 時半～

【講師】童謡唱歌講師：園田元子 さん

【場所】天明公民館 １階 児童室

【費用】無料

【対象】乳幼児とその保護者

【申込〆切】8 月 29 日（木）午後５時まで

【募集】先着 15 組

【場所】天明公民館２階Ｂ会議室
【内容】童謡などを中心に歌を通して、豊か
な心や郷土愛を育てる。

【費用】無料

アクセサリーづくり

【準備物】動きやすい服装・飲み物・タオル

【期日】9 月 19 日（木）26 日（木）
（全 2 回）

【申込】8 月 27 日（火）～9 月 13 日（金）
9 時～17 時。児童室窓口または電話も可。

もとんでもない甲虫
（自然）
痛みの正体を知れば腰痛は治せる
くつがえった腰痛の常識（健康）
布を裂いて編むアクセサリー
（手芸）
成功する子は食べ物が９割最強レシピ
幼児・小学生ママ必読！
（芸能）

9 月の休室日
2 日（月）、9 日（月）、12 日（木）
17 日（火）、
※12 日（木）：図書室整理日
業務システム入替のため
9 月 24 日（火）～10 月 1 日（火）
（通常業務は行いません）
※但し、休室期間中の 26 日（木）～
30 日（月）は、図書室でリサイクル
図書の配布を行います。

