
 

 
カービングは、果物や野菜、石鹸に彫刻する

タイの伝統工芸です。今回は石鹸に彫刻します。 

●期 日 11 月 ７日 （火 ） 

●時 間 １３:３０～１５:３０ 

●会 場 嵐南公民館 大集会室 

●対象者 成人 

●定 員 １０人（先着順） 

●受講料 １，０００円（材料費） 

●講 師 カービング教室講師  

伊丹 宏子さん      見本 
 

呈茶のもてなしがあります。（無料） 
１０月２８日（土） ９:００～正午 裏千家 

２９日（日） ９:００～正午 宗徧流 

        （どちらも材料がなくなり次第終了） 

縦笛のミニコンサート 
１０月２６日（木）１１:００～１１:３０ 

演奏者 「ザ・タテブエ」  

代表 樋熊三津男さんほか 

※申込不要 直接会場においでください。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■日 時  

１０月２６日（木）～２９日（日） ９：００～１７：００  
                      ※最終日は１６：００まで 

■会 場 嵐南公民館 大集会室・プレールーム 

■作 品 かな書道・書道・手編み・生花（池坊）・水墨画・油絵・水彩画 

・俳句・手芸・絵手紙・パッチワーク・押し花など 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

■主 催 嵐南地区文化祭実行委員会 嵐南公民館 

 

 
                                             主催 嵐南公民館 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 条 市 嵐 南 公 民 館 

三条市南四日町二丁目１０番３号 

３５－２０１１ Fax３１－１１０６ 

メール rannanc@city.sanjo.niigata.jp 

ロビーでの催し物 

 

 
額に入れて飾る押し花を使ったクリスマス

リースを作ります。 

●期 日 11 月 21 日（火） 

●時 間 １３:３０～１５:３０ 

●会 場 嵐南公民館 大会議室 

●対象者 成人 

●定 員 １５人（先着順） 

●受講料 １，５００円（材料費） 

●講 師 ふしぎな花倶楽部  

佐藤 静枝さん      見本 

第 13回三条市美術展を開催します！ 三条市美術展で芸術の秋を満喫してみませんか。 

と き：１０月１４日（土）～１８日（水）９:００～１８:００ ＊最終日は１５:３０まで 

ところ：厚生福祉会館 体育館 

【作品募集】出品規程は、各公民館、図書館、ソレイユ三条にあります。 

・部門…日本画、洋画（版画を含む）、彫刻、工芸（手芸を含む）、書道、写真 

・搬入…１０月８日（日）１０:００～１６:００  

●問合せ 三条市生涯学習課生涯学習推進係 TEL（47）0048 

 
 



 

 

 

 
 

■開催日時 １１月２６日（日） 開場１０:００ 開演１０:３０ 終演１５:３０（予定） 

■会  場 嵐南公民館 大集会室 

■出演対象者 嵐南地区住民 

■募集内容 ・踊り   １団体２曲（３番以内） 申込み順に６曲 

・カラオケ １人  １曲（２番まで） 申込み順に４曲 

・詩吟   1団体２曲（３分以内） 申込み順に４曲 

■出 演 料 無料 

■申 込 み 出演を希望される方は、１０月１８日（水）までに嵐南公民館へお申込みください。 

（申込書は嵐南公民館にあります。） 

■主  催 芸能発表会実行委員会 嵐南公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

                                    

        
●１０月の休館日は１６日（月） ・３１日（火）です。 
※ただし、学習室としてご利用いただけます。 

●図書館業務は、平日午後 7 時、土日祝日午後 5時で 

終了しますが、午後 9時まで学習室として開館して 

います。どうぞご利用ください。 

                      
 

 

教室・講座名 開催日時 教室・講座名 開催日時 

レッツ卓球！ ３日（火）・19日（木） 

13:00～ 16:00 

くらしを楽しむ女性講座

④ 

21日（土） 

13:30～ 15:30 

入門教室「愛唱歌をうたお

う！」⑨・➉ 

４日（水）・18日（水） 

13:30～ 15:00 

嵐南地区文化祭 26日(木)～29日(日) 

9 : 0 0～ 1 7 : 0 0 

※最終日は 16:00まで 嵐南こども共和国⑤ ７日（土） 

9 : 3 0～ 1 1 : 3 0 

初心者パソコン教室 

「デジカメとパソコン」 

10日（火）・11日（水） 

13:30～ 16:30 

さわやか大学⑥ 31日（火） 

10:00～ 11:30 

ひまわり専科⑥ 11日（水） 

13:00～ 15:00 

シアター嵐南 31日（火） 

13:30～ 15:10 

嵐南公民館主催の教室、講座、イベント等は対象事業です。 
 

スタンプラリー 

いっしょに行こって 

対象事業 

１０月の教室・講座の開催日 

三条市立図書館 嵐南分室からのお知らせ 

 

 
会場と卓球台を無料で開放します！ 

申込不要です。ラケットの貸出もあります。 

お気軽に公民館においでください。 

■期 日 １０月３日（火）・１９日（木） 
■時 間 １３：００～１６：００ 

■会 場 嵐南公民館 大集会室 

 

第一中学校区食生活改善推進委員会 主催 

「すこやか料理教室」参加者募集 

～重ね豚薄切り肉の角煮、レンコン餅、 

ごぼうの味噌汁、お茶プリンを作ります。～ 

■日 時 １０月１６日（月）１０ :００～１３:００ 
■会 場 総合福祉センター ３階 調理実習室 

■対象者 嵐南地区住民 

■参加費 ５００円（当日納めてください。） 

■持ち物 エプロン、三角巾 

■申込期限 １０月８日（日）まで 

■申込先 食生活改善推進委員 

成田（℡090-1933-5879） 

  

               

 

3月まで毎月 1回映写会を開催します。 

入場無料、申込不要です。 

どなたでもお気軽においでください。 

■日 時 10月 31日(火)13:30～15:10 
■会 場 嵐南公民館 大集会室 

■作 品 

☆名作ってこんなに面白い 
  坊ちゃん・高瀬川・舞姫 名作をドラマで紹介 

☆閉村 吉ケ平 800年の歴史を閉じる 
   昭和 45年 集団で山を下りた吉ケ平集落閉村 

の記録 

■主 催 嵐南公民館 

 

 

「芸能発表会」は、嵐南公民館を利用して活動してい

る民舞、舞踊、フラダンス、カラオケ、詩吟などのサー

クル会員の皆さんが、日頃の学習成果を発表します。 

一緒に出演してくださる地区住民の方を募集します。 

シアター嵐南 


