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主催  大島公民館 

回 日  時 テーマ  ・  内 容 講  師 

1 
６月２４日(土) 

９:30～13:00 

「ばあちゃん直伝！ふるさとの味」 
季節の味、笹もちを作ります。その後は、ばあちゃん特製

のカレーライスを食べます。 

大島在住 

渡辺君香さん、山田初枝さん 

2 
７月 22 日(土) 

９:30～11:30 

「まるで写真？パステルアートの世界」 
絵が苦手な人でもきれいに描けるパステル画を学びましょ

う。夏休みの宿題になるかも… 

フリーイラストレーター 

小林 花子さん 

3 
８月 19 日(土) 

9:30～11:30 

「超！完熟巨峰を食べよう！」 
代官島のぶどう果樹園に行き、巨峰を収穫しよう。 

おみやげもあるよ。 

代官島在住 

星野 正行さん 

4 
９月 23 日(土) 

9:30～16:30 

「市外研修」 
マイクロバスに乗ってみんなで出かけよう。 

公民館職員 

5 
10 月 21 日(土) 

９:30～12:00 

「木端でつくろう！DIY工作」 
本棚やいすなど木端で自由工作を楽しみましょう。 

三条木創舎 

6 
11 月 18 日(土) 

9:30～11:30 

「日本の文化～茶道とかるた～」 
茶道を通して、礼儀作法を学びます。その後はかるた大会

で盛り上がりましょう！ 

大島公民館茶道サークル 

長井 茂子さん 

7 
12 月 23 日(土) 

９:30～11:30 

「インターナショナルレクリエーション」 
英語を身近に楽しく遊びましょう。その後はクリスマス会

をします。 

英語講師 

 戸田 美恵子さん 

8 
１月 20 日(土) 

９:30～11:30 

「１年間ありがとう～チャレンジクラブ卒業式～」 
ありがとうの会を行います。お昼ごはんを作って食べて、

わいわい楽しみましょう。 

公民館職員 

■会  場  大島公民館（第３回、第４回を除く）  ■対 象 者 大島地区小学生        

■参 加 費   ８回で ２,０００円（材料費など）  ■定  員  12 人（申込順・定員になり次第締め切り) 

■申込開始  ５月８日（月）から大島公民館へお申込みください。        

 

 

 
 

 

▽日  時    ６月１９日（月）・２０日（火） ＜全２回＞ 
いずれも１３：３０～１６：３０ 

▽会  場    大島公民館 大集会室 

▽対 象 者     市内に在住の 20 歳以上ではじめて使用する方 

▽定  員     １０人（申込み順） 

     ▽講  師     三条市生涯学習ボランティア IT リーダー 

▽受 講 料     ３００円（資料代） 

▽申 込 み     5 月８日（月）から大島公民館へお申し込みください。 

 

 

 

 

三条市大島公民館  〒955-0094   

  主催 大島公民館 
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 回 開催日時 内  容 

1 6 月 13 日(火) 
包丁の使い方から切り方、

バランスのとれた食事、お

酒との上手な付き合い方

やおつまみなど、徐々にス

テップアップして本格的

な料理まで楽しみながら

学びます。 

   ＜６回シリーズ＞ 

※時間はいずれも 

10:00～13:00 

2 7 月 11 日(火) 

3 ９月 12 日(火) 

4 10 月 17 日(火) 

5 11 月 14 日(火) 

6 12 月 12 日(火) 

自分づくり（青少年教育） 
●チャレンジクラブ        ６月～１月 

●書き初め練習教室      １２月 

●きっず！楽しくクッキング   ９月、1１月、３月 

●親子ふれあい広場      未定 

 スポーツ・イベント関係 
●大島地区ゲートボール大会      ５月・９月 

●大島地区スポーツカーニバル     １０月 

●大島地区ソフトバレーボール大会   ２月 

●大島地区文化祭             １１月 

 自分づくり（成人教育） 
●ときめき成人講座       ５月～１２月 

●生活お役立ち講座     １２月～ １月 

●男性料理教室         ６月～１２月 

●美術館めぐり         未定 

●初心者パソコン教室     ５月～６月 

○新入門講座            ５月～１月 

 元気づくり（高齢者教育） 
●ことぶき学級         ５月～１２月 
●癒しの空間 花ごよみ   ４月 

●畑大好き！収穫祭     ４月・６月・収穫未定 

○新気持ちも和む こけ玉づくり   ５月 

○新ふるさとの味 家庭で作る笹だんご ６月 

○新フライパンで焼ける！もっちりちぎりパン ７月 

○新手軽で楽しい体操 １２月 

 地域づくり（青少年教育） 
●子どもの遊び場    ４月～３月 

  (公民館の部屋を解放します) 

大島公民館では地域のみなさんから利用していただけるよう、様々な事業を計画しています。

随時、公民館だよりでお知らせします。ぜひ、みなさんも参加してみませんか。 

すそ野づくり（成人教育） 
●やさしい体験講座       ６月～９月 

●旬の美味しい料理教室   １２月～２月 

▼会 場 大島公民館 料理実習室 

▼対 象 大島地区住民の男性 

（定員に満たない場合は地区外も可） 

▼定 員 10 人（申込順・定員になり次第 

締め切ります） 

▼講 師 新潟県栄養士会三条支部  

安中 君江さん 

▼参加費 １回 ８00 円（材料費） 

▼申込み ５月８日(月)から 

▼主 催 大島公民館 
 

※１１月１４日は『農の駅 あぐらって長岡』で 

『越後名物 おこわだんご作り』を行います。 
 

■日 時：５月２９日(月) 開会式８:30～ 

※荒天の場合は５月３１(水)に延期します。 
■会 場：大島公民館ゲートボール場 

■対 象：大島地区住民 

   ※原則として町内単位で５人以上でチームを

作ってください。 

■内 容：総当たり戦でゲートボールを行います。 

■参加費：１チーム１,０００円(商品代) 

■申込み：5 月 16 日(火)までに大島公民館へお申

込みください。 

■主 催：大島公民館 ■共 催：大島地区老人会 

 

■日 時：５月３０日(火) ９:30～１１:３０ 
■会 場：大島公民館 大集会室 

■内 容：こけ玉づくりと茶話会 

■定 員：１５人(申込順) 

■参加費：無料 

■申込み：5 月８日(月)から大島公民館へ 

お申込みください。 

■主 催：大島公民館  

※出来上がった作品は大島地区文化祭に出品します。 


