COMMUNITY CENTER
公民館講座のご案内

●熊山公民館（松木６２３／☎９９５-１３６０）
情報ボックス

熊山公民館まつり
公民館で活動しているグループの作品展示をします。
また、皆さんが参加できる体験コーナーなども盛りだく
さんです。ぜひ、お越しください。
■日時／１１月１1日㈯ 午前９時～午後４時
１１月１2日㈰ 午前９時～午後３時

コラム
スポーツ
図書館
公民館

熊山公民館まつり～工作教室とミニ四駆大会～
「自分で作ったミニ四駆でレースに参加しよう！」
午前の工作教室では、自分でミニ四駆を作ります。完成
したミニ四駆を特設コースで走らせてみよう！ 午後か
らは同じ場所でミニ四駆大会を開催します。自分のミ
ニ四駆でお友達とレースをしてみよう！
■日時／１１月１２日㈰
◦ミニ四駆工作教室・相談室・初心者大会
午前９時３０分～正午
◦ミニ四駆大会（受付…午後０時３０～）
◇ジュニア大会…午後１時～
◇オープン大会…ジュニア大会終了後
■場所／くまやまふれあいセンター 多目的ホール
■内容
◦工作教室（初めてミニ四駆を作る人）
◦相談室（以前に作ったミニ四駆の改造など）
◦ミニ四駆大会
◇ジュニア大会（小学生まで）
◇オープン大会（幼児～一般）
■対象／幼児～一般
■定員／ミニ四駆工作教室・相談室…２０人程度
ミニ四駆大会…各レース５０人程度
■参加費
◦工作教室…１，
０００円程度（ミニ四駆・電池などの材料代含む）
◦ミニ四駆大会…無料
■申
 し込み／当日受付

カレンダー

ドキドキ講座「自然観察会」～里山の鳥～
赤坂ファミリー公園周辺で、里山の鳥を観察しよう！
■日時／１１月２５日㈯ 午前９時～１１時
■集合場所／赤坂ファミリー公園駐車場
■対象／幼児、小学生（保護者同伴）～一般
■参加費／無料
■持
 ち物／帽子、双眼鏡（あれば）、筆記用具
■申込開始日／１１月１日㈬

市政情報

ドキドキ講座「自然観察会」～水辺の鳥～
砂川で水辺の鳥を見つけてみよう！
■日時／１２月２日㈯ 午前９時～１１時
■集合場所／東窪田 入江橋（パンダ公園近く）
■対象／幼児、小学生（保護者同伴）～一般
■参加費／無料
■持
 ち物／動きやすい服装、帽子、双眼鏡（あれば）
■申込開始日／１１月１５日㈬
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●熊山公民館（松木６２３／☎９９５-１３６０）
元気もりもり講座（全６回）～熊山公民館編～
「元気もりもり講座〜熊山公民館編〜」が開講してい
ます。今月は第５回目に実施する講座の紹介です。
「調
理実習・栄養に関するお話」を学びましょう。
■日時／１１月１６日㈭ 午前１０時～正午
■講師／栄養士、栄養委員
■対象／６０歳以上
■定員／３０人
■参加費／５００円
■持 ち物／エプロン、タオル、三角巾
■申込開始日／受付中

●吉井公民館（周匝136-1／☎954-1379）
竜天天文台（無料観望会）
満月や、西に傾く夏の星座の星々が見えます（月明かり
のため星雲や銀河、天の川はほとんど見えません）。
■日時／１１月４日㈯ 午後６時～９時
※曇天などの観測できない場合は中止とします。
■場所／竜天天文台公園
■対象／一般
■参加費／無料
■持ち物／上着か長袖
■申し込み／不要
天文教室「アンドロメダ銀河・天体望遠鏡」
数百万光年以上の遠くにある銀河や、これらの天体を
観測する望遠鏡について紹介します。晴れれば、アン
ドロメダ銀河など遠くの暗い天体を観測します。
■日時／１１月１２日㈰ 午後７時～８時３０分
■場所／竜天天文台公園
■対象／小学３年生～一般
■定員／２０人程度
■参加費／１００円
■持ち物／筆記用具、上着か長袖
■申し込み／不要
健康料理教室
きのこ・芋を使ったメニューを一緒に作ってみましょう！
■日時／１１月３０日㈭ 午前１０時～午後１時
■場所／仁美農村振興センター 調理室
■対象／一般
■定員／１２人
■参加費／５００円（材料代含む）
■持ち物／エプロン、三角巾、筆記具、プラスチック容器など
■申込開始日／１１月１日㈬
スマホ・ケータイ安全教室
スマートフォンや携帯電話は生活の中で身近に使われるよ
うになりました。その一方、高齢者を狙った“オレオレ詐欺”
や“架空請求詐欺”など携帯電話に関連した問題も発生し
て、
「安心・安全な使い方」が大きな関心事になっています。
犯罪から身を守るための対策などを学びましょう。
■日時／１１月21日㈫ 午前１０時～１１時３０分
■場所／ライフプラザ吉井 視聴覚室
■講師／携帯電話会社社員
■対象／おおむね６５歳以上
■定員／２０人
■参加費／無料
■持ち物／筆記用具
■申込開始日／１１月１日㈬

◆講座の受け付けは、各館とも午前9時からです。 ◆定員のあるものは、定員になり次第締め切ります。
◆この公民館情報は、市ホームページでもご覧いただけます。市ホームページ▶http://www.city.akaiwa.lg.jp/index.html

●山陽公民館（山陽1-10／☎955-9777）
倉敷往来と道中文化財探⑤
爽やかな秋！ 文化財を巡りながら、ウォーキングを楽
しみましょう。前回からの継続で赤坂地域のコースで
実施します。
■日時／１１月１６日㈭ 午前９時～午後0時３０分（雨天中止）
■集合場所／山陽公民館玄関前
■講師／高畑 富子さん
■定員／２５人（バスで出発地点まで移動します）
■参加費／１００円
■持ち物／飲み物、タオル
※履きなれた靴でご参加ください。
■申込開始日／１１月２日㈭
高齢者対象交通安全講習会
全国の交通事故の死亡者は、年々減少傾向にある一方
で、65歳以上の高齢者が占める割合は年々高くなって
おり、赤磐警察署管内でも同様の傾向にあります。高
齢者対象の交通安全講習会を開催します。交通事故に
あわないように交通安全意識の向上を図り、安心・安
全な生活基盤を確立しましょう。
■日時／11月17日㈮ 午前10時～11時
■講師／赤磐警察署 警察官
■内容／高齢者の交通事故防止対策など
■対象／一般
■定員／50人
■参加費／無料
■持ち物／筆記用具
■申込開始日／１１月２日㈭
第６7回ブルーシャトーコンサート
アロハ・メイツ１５周年記念演奏会
チームワークとハーモニーを大切に15年の成果をフ
ラダンスチームと共にお届けします。
■日時／11月19日㈰ 午後1時30分～3時30分
（開場…午後1時）
■出演／アロハメイツ
■曲 目／ハナチャント、レイナニ、エホイカピリ、水色
の川面、マウイガール ほか
■対象／乳幼児～一般
■入場料／無料
■申し込み／不要

●西山公民館（西中220-1／☎955-0777）
そば打ち教室
プロの指導者から教わる「三たて」
（挽きたて・打ちた
て・ゆでたて）のおいしさは格別です。本格的なそば打
ちを、ぜひあなたも体験してみては！
■日時／１１月２４日㈮ 午前１０時～午後１時
■講師／数原 健功さん（新見市そば道場 田舎屋）
■対象／一般
■定員／１６人
■参加費／１，
０００円
■申込開始日／１１月１日㈬
着付体験講座
タンスに眠っている着物を着てみませんか？ 普段着か
らフォーマル着までの着付け体験をします。
■日時／１１月2７日㈪ 午後1時30分〜3時30分
■講師／西原 富美子さん（THE KIMONO着付教室）
■対象／一般
■定員／１０人
■参加費／無料
■持 ち物／着物、帯、長襦 袢、肌着、足袋、腰ひも４～５
本、伊達締め２本、前板１枚、コーリンベルト帯揚、帯
締め、枕、タオル３～４枚
■申込開始日／１１月１日㈬
じ ば ん

●赤坂公民館（町苅田507／☎９５７-２２１１）
赤坂公民館まつり
公民館で活動しているグループの作品展示や舞台発
表を行います。土曜日には今年も赤坂中学校生徒さん
が協力してくれます。体験コーナーもありますのでお
越しください。
■日時／１１月１8日㈯ 午前９時～午後5時
１１月１9日㈰ 午前９時～午後３時
星空探検隊（第2回）
石相小学校校舎屋上のドーム式天体望遠鏡や、講師が
用意した反射望遠鏡などで秋の夜空を観察します。
■日時／１１月２４日㈮ 午後６時～８時
■場所／石相小学校屋上 天体ドーム
■対象／小・中学生親子
■定員／１５組程度
■参加費／無料
■持
 ち物／上靴
■申込開始日／１１月１日㈬

●西山公民館（西中220-1／☎955-0777）
11月思い出作り教室～元気に友達と遊ぼう～
あいさつ、はきものはくつ箱に、遊んだ後は片付けて、
一人ひとりが守って楽しい思い出を作りましょう！
■日時／11月1日㈬～30日㈭ 午後４時～５時
※火曜日、日曜日、祝日は教室を休みます。
■対象／幼児、小学生、一般
■定員／なし
■参加費／無料
■申し込み／不要（期間中何回でも利用できます）

●笹岡公民館（坂辺９／☎９５７-２２１４）
来年の干支に心をこめて
定番の講座です。来る年の干支を自らの手でつくり、お部
屋に飾って、さあー気持ちも新たに新年を迎えましょう!
■日時／１２月１５日㈮ 午前１０時～正午
■講師／加藤 光子さん
■対象／一般
■定員／２０人
■参加費／１００円（別途材料費５００円程度）
■持ち物／はさみ、定規（１５㎝または３０㎝）
■申込開始日／１１月１日㈬
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COMMUNITY CENTER
公民館講座のご案内

●中央公民館（下市337／☎955-0069）
情報ボックス

中央公民館まつり
公民館で活動しているグループの作品展示や舞台発表を
します。体験コーナーもありますので、お越しください。
■日時／１１月１1日㈯ 午前９時～午後４時
１１月１2日㈰ 午前９時～午後３時

コラム

親子でおやつを作りましょう！
赤磐産の芋を使ったソフトクッキーと、プリンを作りま
しょう。
■日時／１１月１８日㈯ 午後１時３０分～４時
■講師／実盛 桂子さん
■対象／幼児～小学生とその保護者
■定員／１０組
■参加費／５００円
■持
 ち物／エプロン、三角巾、ふきん
■申込開始日／１１月２日㈭

スポーツ

中央公民館グループ体験講座「筝曲山陽弦伶会」
初心者のための筝と三絃（三味線）の体験と演奏。“さく
ら”や“古曲六段”を弾いてみませんか。
■日時／11月25日㈯ 午後1時30分～3時30分
■講師／原田 順子さん
■対象／小学４年生以上の初心者（以前習っていた人）
■定員／７人
■参加費／無料
■申込開始日／１１月１日㈬
こと

図書館
公民館

るんるんエコ講座（全２回）
～着物の端切れで手作り布ぞうりを作りましょう～
■日時／１１月２０日㈪、
２７日㈪ 午後１時３０分～４時
※両日ともご参加ください。
■場所／エコプラザあかいわ（赤磐市環境センター）
■講師／吉野 富貴子さん
■対象／一般（初めての人） ■定員／１０人
■参加費／１００円
■持ち物／布が切れるはさみ
■申込開始日／１１月１日㈬

●高月公民館（穂崎848-1／☎086-229-9777）
カレンダー
市政情報

栄養委員による「高齢者向け料理」教室
お年寄りに優しく、しかも栄養価の高い料理、高齢者向
けの料理のレパートリーを増やし、食生活をエンジョイ
しませんか。
■日時／１１月１８日㈯ 午前１０時～午後１時
■講師／赤磐市栄養委員の皆さん
■対象／一般
■定員／１６人
■参加費／５００円
■持
 ち物／エプロン、三角巾、タオル
■申込開始日／１１月２日㈭
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●高月公民館（穂崎848-1／☎086-229-9777）
男の料理教室
今まで参加したことのある人も、テーブルの前で料理
が出てくるのを待っていたあなたも！ これからは料理
の話に花を咲かせ、絆を深めるツールにしてはいかが
ですか。
■日時／１１月２５日㈯ 午前１０時～午後１時
■講師／小川 泰子さん（管理栄養士）
■対象／一般男性
■定員／１６人
■参加費／５００円
■持ち物／エプロン、三角巾、タオル
■申込開始日／１１月２日㈭
年賀状のための切り絵教室
1 2 月が近 づくと年 賀 状 の 題 材に悩んでいたあ なた！
自分らしさを表現した年賀状を作ってみませんか。これ
からは、年末が待ち遠しくなるかも？
■日時／１２月2日㈯ 午後１時～３時
■講師／植月 里さん
■対象／小学生～一般
■定員／１０人
■参加費／２００円
■申込開始日／１１月２日㈭

●山陽公民館（山陽1-10／☎955-9777）
防火講座
秋の全国火災予防週間に合わせて、住宅防火などにつ
いて学びます。
■日時／11月10日㈮ 午前10時～11時30分
■講師／赤磐市消防本部 職員
■対象／一般
■定員／50人
■参加費／無料
■持ち物／筆記用具
■申込開始日／１0月27日㈮から受付中
着付け体験講座
11月は着物の月です。錦 繍
の秋、自分で着物を着て魅
力を再発見しましょう。
■日時／11月13日㈪
午後1時30分～3時30分
■講師／塩谷 惠子さん
■対象／一般
■定員／１０人
■参加費／無料
■持 ち物／着物、肌襦袢、長襦袢、帯、ひも５本、足袋、
帯揚げ、着物ベルト、だて締め、帯枕、裾よけ、帯板、
帯締め、襟芯、大き目のピンチ２個
■申込開始日／１１月２日㈭
きんしゅう

