≪親子でトランポリン教室≫

天明公民館 ２２３－０１１８
南区６公立公民館

合同人権啓発『口演』会
南区６公民館合同での共催事業で、
人権啓発『口演』会が行われます。
【期日】 3 月 14 日（土）
【時間】
【場所】

北アルプスに挑戦！登山講座

【日時】3 月 12 日（木）
① 午前 10 時～10 時 50 分

【期日】3 月 22 日（日）

② 午前 11 時～11 時 50 分

【時間】午後 2 時～午後 4 時

【場所】天明公民館 １階 児童室

【場所】天明公民館 ２階 Ａ及びＢ会議室

【対象】①②とも乳幼児とその保護者

【内容】これから北アルプスなど 3000ｍ級

※1 人で立てるお子さんから

の山へ登りたい人向けで登山の知識

参加できます。

や技術を学ぶもの。

【募集】先着 各 10 組

【対象】どなたでも【募集】30 人【費用】無料

午前 10 時～11 時半

【費用】無料

【講師】ＪＭＧＡ認定登山ガイド：中山 泰 氏

城南公民館（大学習室）

【準備物】動きやすい服装、飲み物、タオル

【申込〆切】3 月 12 日（木）午後 5 時まで

【対象】 どなたでも【費用】無料
【講師】 矢野大和さん
（大分県鷹鳥屋神社宮司）
平成 13 年 4 月に宇目町長にその手腕が認めら
れて観光大使となって口演活動が仕事となる。合

【申込】2 月 18 日（火）～3 月 6 日（金）
9 時～17 時。児童室窓口または電話も可。
※ご希望の時間帯（①10 時～②11 時～）

今月のお勧め１冊

をお伝えください。
※妊娠中の方はご相談ください。

併後は佐伯市観光大使。平成 19 年、50 歳で佐伯

『 インタビューズ 』（河出書房新社）

市役所を退職。平成 23 年、おおいた観光特使に
任命。高校時代に始めた落語が嵩じ、話の中に笑

堂場瞬一/著

内容紹介

3 月～4 月の講座案内

平成元年。新聞記者の俺

いを入れる事から「講演」を「口演」としている。
（ホームページ：プロフィールより）

【演題】

『
笑って元気
～ 身近な人権を考えよう ～』
【申込】自主講座生は講座毎にまとめて
公民館窓口へ、それ以外の方は直接
当日会場へ

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
②公民館窓口(63 円はがき持参)

は大学時代の友人のアド

※消費税増税で 10 月より切手代が値上げ
③ホームページからの申し込みが可能です。

その一番印象的だった事

バイスで、これから始ま
る平成全ての大晦日に、
件や出来事を聞くインタビューを行うこ
とを決め…。100 人の架空のインタビュ

令和２年度
自主講座生募集案内
【受付期間】3 月 7 日（土）～8 日（日）
【受付時間】午前９時～午後 5 時
【受講資格】熊本市内にお住まいの方か、通
学・勤務又は活動されている方（原
則）ただし、定員に満たない場合
は、この限りではありません。は
じめての方の申し込みもどうぞ。
先着順で、受付けます。
【受付場所】天明公民館 1 階 Ｃ会議室
【申込方法】申込書に必要事項を記入し、自
治会費 1000 円と合わせて直接
申込んでください。受付は先着順
とし、定員に達したら締切ります。
（電話での受付はいたしません。
）
【受講料】 自主運営のため有料となります。
（講師謝礼金＋部屋使用料）÷受講生＋教材費等

ーで繋がる物語。

キッズスポーツ
【期日】4 月 18 日,5 月 2 日,16 日,30 日
6 月 6 日,20 日（第 1・３・５土曜）
（全６回）

【時間】午後 1 時半～午後 3 時半
【場所】天明公民館 ２階 Ａ会議室
【内容】走る・跳ぶ・鉄棒・マット運動など
運動の基本を学ぶもの。

≪1・2・3 月生まれの誕生会≫
【日時】3 月 4 日（水）午前 10 時半～
【場所】天明公民館 １階 児童室
【対象】未就園児とその保護者
【費用】無料
【準備物】前日までに写真１枚持参
【申込】2 月 12 日（水）～2 月 28 日（金）
9 時～17 時。
児童室窓口または電話も可。
※お誕生月でないお友達も遊びにきてくださ
い。
（申し込み不要）

逆転キッチン

池田 和寛

奈落

古市 憲寿

まずはこれ食べて

原田 ひ香

瓦礫の資格

西村 賢太

《児童書》
地図で見る日本の地震

（学習）

【対象】小学 1 年生～4 年生

イカリメーター

（えほん）

【募集】20 人 【費用】無料

こねこがにゃあ

（えほん）

【講師】シモダスポーツクラブ

やきいもとおにぎり

（えほん）

【申込〆切】4 月 9 日（木）午後 5 時まで

《実用書》

はじめよう！山登り講座
【期日】3 月 22 日（日）

天明児童室からのお知らせ

《一般書》

【時間】午前 10 時～正午
【場所】天明公民館 ２階 Ａ及びＢ会議室
【内容】熊本や九州の山々をこれから登りた
い、または登っている人向けの山登
りの基本を学ぶもの。
【対象】どなたでも【募集】30 人【費用】無料

【講師】ＪＭＧＡ認定登山ガイド：中山 泰 氏
【申込〆切】3 月 12 日（木）午後 5 時まで

武庫川女子大学おとなダイエット教室
（美容）
30 代になったら知っておきたい投資と
お金のはなし まんがでわかる（経済）
寺田本家発酵カフェの甘酒・塩麹・酒粕
ベストレシピ（料理）
かぎ針で編む編み込み模様の
ニットキャップ（手芸）

2020 年 3 月の休室日
2 日（月）、9 日（月）、12 日（木）
16 日（月）、23 日（月）、30 日（月）
※12 日（木）は図書室整理日

