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LifelongLearningInformation
猿南幌町公民館 378-2001
猿南幌町スポーツセンター 378-3190
猿南幌町子育て支援センター 378-2734

生涯学習通信

農農家に学ぶ家庭菜農家に学ぶ家庭菜園園
季節を感じながら安全で新鮮な野菜を食べたい
と家庭菜園を始める人が増えています。そこで、今
回はＪＡＳ有機栽培農家を訪ね土に触れながら「有
機野菜の作り方」「堆肥の作り方」などを学びます。
この機会に農業のプロしか知らないことを聞い
てみませんか？

趣味・教養コース

日 時 ６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６月11111111111111111111111111111111111111111111111111日（水） ９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９時33333333333333333333333300000000000000000000000030分～11111111111111111111111111111111111111111111111111時33333333333333333333333300000000000000000000000030分

参加料 登録受講生：無料 一般：300円

講 師 農業改良普及センター

支所長 池田 亮司 氏

佐藤 正一 氏（農業経営者）

渡辺 信光 氏（農業経営者）

宍戸 厚志 氏（みらい塾運営委員）

定 員 20名程度

申込み ５月21日まで
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教社会教育審議会委員を新たに委嘱教
社会教育事業の調査・研究及び評価や関係機

関・団体との情報交換を行い、行政と住民をつ

なぐパイプ役としての役割を担う社会教育審

議会委員が新たに委嘱されました。

平成26年度より２年間の任期で南幌町の社

会教育の目指すべき方向へ導きます。

副委員長

川上 裕一
委員長

田中 玲子

松岡 宏之
副委員長

久保 正彦

小野島 直彦小野田 佐千恵

山下 進一新村 千晶

石川 卓也山本 隼

松島 摩美穂山 直子

子育て中のお母さん同士でミニバレーボール・
卓球・ミニテニスなどの軽スポーツを通じて心と
身体をリフレッシュしませんか？
スポーツ指導員がやさしくコーチングするので
運動経験のない方でも気軽に参加してください。

対 象 子育て中のママさん（定員15名）

※教室中は託児を行います。

日 時 ６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６月９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日～11111111111111111111111111111111111111111111111111月11111111111111111111111177777777777777777777777717日までの月曜日

11111111111111111111111110000000000000000000000000時～11111111111111111111111112222222222222222222222222時 （全13回）

会 場 スポーツセンター

参加料 650円（保険料）

※託児を希望する場合

は、お子さんも保険に加

入していただきます。

申込み・問合せ スポーツセンター

マママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーママさん同士でスポーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ

をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううを楽しみましょう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
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楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいここここここここここここここここここここことととととととととととととととととととととがががががががががががががががががががががいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！楽しいことがいっぱい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

学校
掲示板

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校南幌小学校 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 555555555555555555555555555555555555555555222222222222222222222222222222222222222222名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２ククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララスススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス新入生52名（２クラス）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
♪岡田裕明校長 ♪西田篤人教頭

２年生/55名（２クラス） ３年生/52名（２クラス）

４年生/60名（２クラス） ５年生/50名（２クラス）

６年生/57名（２クラス） 合計 /326名

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 55555555555555555555555555555555555555555556666666666666666666666666666666666666666666名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２クククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
♪松岡宏之校長 ♪梅津俊一教頭

２年生/77名（２クラス） ３年生/81名（２クラス）

合計/214名

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌 校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 33333333333333333333333333333333333333333336666666666666666666666666666666666666666666名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１クククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））
♪馬場雄一校長 ♪大西和仁教頭

２年生/29名（１クラス） ３年生/45名（２クラス）

合計/110名

町民の皆様から寄贈いただいた、たくさんの鯉

のぼりが大空高く泳いでいます。

なんぽろっ子に負けない、元気でたくましく翔

たく鯉のぼりをご覧ください。

日 時 ５月10日まで

場 所 南幌小学校グラウンド

連絡先 鯉のぼり実行委員会代表 田中玲子

緯378-2445（携帯090-3899-3384）

翔翔たく鯉のぼり翔たく鯉のぼりにに
子子どもたちの夢を乗せ
子どもたちの夢を乗せてて

公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館 シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシ アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ公民館シアタ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日 時 ５月２８日（水）上映時刻13時から
場 所 公民館２階 視聴覚室

224歳にして特攻に散ったプロ野球選手、名古屋軍（現中日24歳にして特攻に散ったプロ野球選手、名古屋軍（現中日ドド
ラゴンズ)エース石丸進一。戦争という時代、それでも野ラゴンズ)エース石丸進一。戦争という時代、それでも野球球
を愛してやまなかった若者の白球に込めた平和を願う魂を愛してやまなかった若者の白球に込めた平和を願う魂のの
メッセージをお届けするメッセージをお届けする。。

上映作品：人間の翼（135分）

ふるさと南幌みらい塾 講座案内
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公民館シアター

27

予約は必要ありません。

ご自由にお越しください。
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午前は曜日ごとに色々なメニューがあります！

時間は全て111111111111111111111110000000000000000000000：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：00000000000000000000000000000000000000000000～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～11111111111111111111111111111111111111111111：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：333333333333333333333310：00～11：300000000000000000000000です。
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０歳～就学前

ふわふわランド
支援室で好きな遊び

０歳～就学前

小物づくり

ママのリフレッシュタイム

０歳～就学前

ふわふわランド
子どもの日のお祝い

１歳６ヵ月～就学前

ふりふりタイム
リズム遊び

０歳～就学前

ふわふわランド
支援室で好きな遊び

３ヵ月～１歳６ヵ月

赤ちゃんサロン
離乳食について

０歳～就学前

ふわふわランド
支援室で好きな遊び

１歳６ヵ月～就学前

ふりふりタイム
ゲーム遊び

０歳～就学前

ふわふわランド
支援室で好きな遊び

３ヵ月～１歳６ヵ月

赤ちゃんサロン
ふれあい遊び

０歳～就学前

ふわふわランド
シール遊び

０歳～就学前

ふわふわランド
手作りおもちゃ

１歳６ヵ月～就学前

ふりふりタイム
車遊び

０歳～就学前

ふわふわランド
支援室で好きな遊び

３ヵ月～１歳６ヵ月

赤ちゃんサロン
おしゃべりタイム

０歳～就学前

花壇の花植え

ママのリフレッシュタイム

０歳～就学前

スマイルランド
【夕張太ふれあい館】

テニス教テニス教室室
９：30～11：3９：30～11：300

すくすく広場
スポーツセンター

ミニ音楽会
10：00～11：30

9：30～11：00
公民館

ふるさと南幌
みらい塾

「無農薬野菜」

キッズスポーツ
15：00～16：00

あそびの
達人教室

14：４0～16：30
南幌小学校

スポーツセンタスポーツセンターー

９：30～1９：30～111：30：30

あそびあそびのの達人達人
特別教特別教室室

すくすく広場
スポーツセンター

リズム運動遊び
10：00～11：30

改善センター

９：30～11：30

さわやかカレッジ あそびの
達人教室

13：00～14：50
南幌小学校

あそびの
達人教室

15：20～16：30
ふれあい館

スポーツセンタスポーツセンターー

９：30～1９：30～111：30：30

あそびあそびのの達人達人
特別教特別教室室

テニス教テニス教室室
９：30～11：3９：30～11：300

すくすく広場
スポーツセンター

自由遊び＆お誕生会
10：00～11：30 ９：30～11：30

ブック
スタート

あいくる

改善センター
９：30～11：30

さわやかカレッジ

キッズスポーツ
15：00～16：00

３ヵ月～１歳６ヵ月

赤ちゃんサロン
予防接種の受け方

改善センター

９：30～11：30

さわやかカレッジ あそびの
達人教室

14：４0～16：30
南幌小学校

０歳～就学前

ふわふわランド
切り紙あそび

０歳～就学前

ふわふわランド
支援室で好きな遊び

あそびの
達人教室

15：20～16：30
ふれあい館

エアロ＆ストレッチ
19：20～20：30

チューブストレッチ
14:00～14:45

ソフトエアロ＆ストレッチ
10：00～11：10

ソフトエアロ＆ストレッチ
10：00～11：10

子育て支援センター

いろいろな
お話をしましょう!

子育て支援センター

エアロ＆ストレッチ
19：20～20：30

子育て支援センター

エアロ＆ストレッチ
19：20～20：30

チューブストレッチ
14:00～14:45

ヨガ運動
14:00～14:45

ソフトエアロ＆ストレッチ
10：00～11：10

子育て支援センター

子育て支援センター

町管理栄養士
樋口 麻美

託児あります

3311
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町保健師

三浦
早苗

こいのぼり製作・歌・

ゲームなどを行います

予約の必要はありません


