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               ～８回シリーズです。楽しく活動しましょう！～  主催 大島公民館 
回 日  時 テーマ ・ 内 容 講  師 

１ 
６月 10 日（日） 

９:00～12:30 

「チャレンジウォークにチャレンジ！」 
トリムの森の自然を満喫しながらクイズやゲームを楽

しみましょう。 

三条市スポーツ推進 

委員のみなさん 

２ 
７月 14 日（土） 

９:30～11:30 
「川で遊ぼ！われら生き物調査隊」 
水中生物を採集し、生態系や水質を調べましょう。 

花と緑のアドバイザー 

小林 良範さん 

３ 
８月 18 日（土） 

９:30～11:30 

「本物？アルミ缶工作」 
アルミ缶で工作をします。出来上がった作品は大島地

区文化祭に展示します。 

CONVOY代表 

多田 操一さん 

４ 
９月 ８日（土） 

９:30～11:30 

「新鮮、食べごろ！梨の収穫」 
地元の果樹園を訪ね、梨の育て方などを教えてもら

い、収穫の手伝いをします。 

果樹農家 

星野 正行さん 

５ 
10 月 27日（土） 

９:30～11:30 

「わくわくハロウィンパーティー」 
レクリエーションとハロウィンパーティーを楽しみ

ましょう。 

英語講師  

戸田 美恵子さん 

６ 
11月23日(金・祝) 

９:30～11:30 

「日本の文化 ～昔の遊び体験～」 
ベーゴマや竹馬などで遊びましょう。 

ベーゴマ普及協会 

高橋 清さん 

７ 
12 月 22日（土） 

９:30～11:30 

「カラフル！エコキャンドル」 
エコやリサイクルについて学び、クリスマスエコキャ

ンドルを作りましょう。 

環境 NPO 良環 

川瀬 和敏さん 

８ 
１月 19 日（土） 

９:30～13:00 

「１年間ありがとう・チャレンジクラブ卒業式」 
昼ごはんを作り、おいしく食べましょう。 

公民館職員 

■会  場 大島公民館（第 1・2回はトリムの森、第 4回は代官島地区へ）  

■対 象 者 大島地区小学生（定員に満たない場合は地区外も可） 

■定  員 15人（先着順） 

■参 加 費 初回に 100円、第３回に 2,100円（第 3～8回分）を納めてください。 

■申込開始 ５月９日（水）から大島公民館へお申込みください。 
 

 

 

 

 

■日  時 ５月２８日（月） 開会式 午後１時から 

      ※荒天の場合は、５月３０日（水）に延期します。 

■会  場 大島公民館 ゲートボール場 

■対 象 者 大島地区住民 

■チーム編成 原則として町内単位 5人以上でチームを作ってください。 

■内  容 総当たり戦で行います。 

■参 加 費 1チーム 1,000円（賞品代など） 

■申込締切 ５月１５日（火）までに、参加費を添えて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 

三条市大島公民館  〒955-0094  三条市大島５００２番地 
TEL３３-００９７  FAX３３-０１９７ メール ohjimac@city.sanjo.niigata.jp 

  
 

 

 



 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

                           

                           募集などの詳細は、公民館だよりで随時 

お知らせします。お気軽にご参加ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 期 日 内  容 

1 ６月１２日（火） 
 

7 回シリーズで開催

します。 
 

季節の食材を使い、料

理の基礎から学びます

ので、初心者の方もお気

軽にご参加ください。 

 第 3回は、手打ちうど

んに挑戦します。 

2 ７月１０日（火） 

3 ８月 ２１日（火） 

4 ９月 １１日（火） 

5 １０月１６日（火） 

6 １１月１３日（火） 

7 １２月１１日（火） 

時間は１０：００～１３：００です。 

教室・講座名 開催日 時 間 

フラワーアレンジメント入門教室 2日(水)・16 日(水) 13:30～15:00 

パン作り教室①・② 8日(火)・29 日(火) 9:00～13:00 

きっかけの１歩「癒しの空間 花ご

よみ＆こけ玉づくり」② 
14日(月) 9:30～11:30 

くらしの筆ペン入門教室 14日(月)・21 日(月) 14:00～15:30 

ことぶき学級① 17日(木) 13:30～15:30 

ときめき成人講座① 19日(土) 13:20～15:30 

きっかけの１歩「畑大好き！収穫

祭」② 
23日(水) 9:00～11:00 

大島地区親善ゲートボール大会 28日(月) 13:00～17:00 

 

■会 場 大島公民館 料理実習室 

■対 象 大島地区の男性 

（定員に満たない場合は地区外も可） 

■定 員 ８人（先着順） 

■講 師 新潟県栄養士会三条支部派遣講師 

第３回のみうどん作り愛好者 

須戸 重利さん 

■参加費 １回８00 円（材料費） 

■持ち物 エプロン、三角巾、ふきん 

■申込み ５月９日（水）から大島公民館に 

お申込みください。 

■主 催 大島公民館 

《すそ野づくり》 
生涯学習のすそ野を広げる取組の推進 
●やさしい体験講座（5月～12月） 

●旬の美味しい料理教室（12月～2月） 

《自分づくり》 
あらゆる変化に適応できる自分を育てる自分 

づくりの支援 
●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（7月～3月） 

●親子ふれあい広場（12 月） 

●男性料理教室（6月～12 月） 

●ときめき成人講座（５月～１２月） 

●生活お役立ち講座（6月～11月） 

●くらしの筆ペン入門教室（５月～１月） 

●フラワーアレンジメント入門教室（5月～1月） 

●大島地区親善ソフトバレーボール大会（２月） 

平成 30 年度 大島公民館 事業計画 
《元気づくり》 
元気な高齢者がまちにあふれる高齢期学習の推進 
●ことぶき学級（5月～12 月） 

●きっかけの 1歩 

 ・畑大好き！収穫祭Ⅳ（4月～11月） 

 ・花ごよみ＆こけ玉作り（4月～11月） 

 ・フルーツ王国へいらっしゃい（7月～12月） 

 ・越後名物もちもちおこわ団子（６月） 

 ・大島地区のいしぶみを巡る（9月） 

 ・ニュースポーツで脳トレ（11月～12月） 

●大島地区親善ゲートボール大会（5月・10月） 

●大島地区文化祭（11月） 

小学生を対象に、平

日の放課後（午後３時

から５時まで）、大島

公民館の空部屋を「子

どもの遊び場」として

開放します。 

ルールを守って、み

んなで楽しく遊びまし

ょう。 

《地域づくり》 
新しい時代における地域活動の拠点づくり 
●子どもの遊び場（4月～3月） 

●大島地区スポーツカーニバル（10月） 


