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」1帯 1数 5,420世 帯

● 家庭教育学級
同世代の子を持つ親同士の交流を図りながら、

みんな笑顔で子育てができるよう、ともに

良しヽ日寺間を過ごしましょう |

〔時間】10:00～ 11130
【会場】岡生涯学習交流館
【対象】○才児をもつ母親16人
【会費】1人 1, ○○○円 `

【申込み受付開始】

5月 22日 (火)10:OO～
岡生涯学習交流館 (■L354-1350)
電話または交流館窓ロヘ 《申込llB受付》

Ⅲ轟
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さ<らが岡ママクラブ
(全 5回)

日にち 内  容

1 6月 19日 (大 |
子育てママの座談会

2 7月 24日 (火 ) 子育てマネープラン

3 9月 25日 (火 ) 離乳食お役立ち講座

4 10月 23日 (大 ) モンテッソーリ子育て講座

5 11月 27日 (火 ) 骨盤調整ベピー抱つこダンス

平成30年度 岡地区連合自治会長 就任のあいさつ

連≦糞翼よ彗套 /J、林
連合自治会冨1会長

会計 及川 司

この度連合 自治会長の任を受けました、月見町の小林靖明と申します。 どうそ
宜 しくお願い致 しますЭ前会長の望月勝様には 6年間連合会長をお勤め頂き、
素晴 らしい地区を築いていただき感謝申し上げます。

一昨年同地区連合自治会倉J立 60周 年記念誌の編集に関わらせていただき、
岡地区の歴史 と文化を学び、同時に諸先輩方が活発な地域活動を繰 り広 |ず られ
たことを知 りました。今 日の岡地区自治会発展の基礎は先人達の英矢日の結集 //1

賜物であると、感謝申し上げますっ
若輩者ですが、ひとつひとつの課題に真剣に取 り組み

「
安全で明るく住みよ:ヽ

まちづくり」を目指 して頑張 ります。皆さまの健康 と長寿、同地区の更なる発展
を祈念 し、挨拶の言葉 といた します。

岡地区連合自治会長 だヽ林 靖llB

靖明
福原 敏正。堀谷 一世・穂積 正

望月 勝

“岡 地 区 ゆ つ <り 走 ろ う 会 "

か ら の お 矢□ら せ
lul地 よい汗を流し、健康増進・ストレス

解消のため、みんなで走りましょう。  会費無料 |

～「退任するにあたり」～
前 岡地区連合白治会長

この度、同地区連合 自治会長を退任するにあた り、お世話になりまし́た地域
の皆様にご挨拶を申し上げます。

省みます と、岡地区連合自治会長を6年間、務めさせて頂きましたことは、
地域の皆様方をはじめ、関係各位の ご指導の賜 と心より御礼申し_上げます。

お蔭様で退任時の要職を静岡市自治会連合会常任理事で退任出来ました事は、
たいへん光栄でした。
新年度より、新会長の小林靖明さんは長い問訂1会長 として私の片腕 となつて

くださいました。非常に責任感のある立派なお方です。また、新会長を取 り巻
く自治会三役 も経験豊富な方々ですので、きっと岡1也 区自治会の発展に大いに
寄与することと思います。

私は、今後、これまで培つた経験を活か して地域福祉事業の運営に微力なが

らお手伝い していく所存です。
結びに長い間支えていただきました皆様に心より厚 く御礼申し上げるととも

に皆様方のご健勝 ご多幸をご祈念申し上|ザ退任の挨拶 とさせていただきますc

毎週日曜日

夏季(4～ 11月 )朝 6:00～ 7:○ ○

冬季(12～ 3月 )朝 6:30～ 7:30
桜ヶ丘公園

桜ヶ丘公園を基点とし、 3キロ、 5キロ、

10キロの3部 P5に分れてゆつ<り と走る

静岡市役所剣道部浜田剣道教室

【練 習 日】月・水 。金(午後5時45分～6B寺45分 )

*その他、夏の合宿(||1遊び。バーベキュー)や

ボーリング大会等の親睦事業を行つています

翻 ヅけ 、配彼鼎
T Tttg昏玲駐 理沼伯割〕

【練 習 日】

【集合場所】

【練習内容】

赳リズムであぞぎい 3才別ト
♪音楽をからだいつぱいに感じるレクリエーシヨンで、

【日 蒔】5月 25日・6月 l Ele 6月 22日・6月 29日・7月 13日 (すべて金躍日)

10:00～ 11:○ ○

【会 場】岡生涯学習交流館マルチルーム

【対 象】2～ 3才の子と保護者 20組
【会 費】1組 1, 000円
【持ち物】水分補給用の飲み物 ※教室|ま裸足で行います。

リズムであそぼ|

【申込み受付開始】
5月 8日 (央)10:OO～

岡生涯学習交流館 (■L354-1350)
電話または交流館窓ロヘ 《申込順受付》

自治会名 会 長 名 自治会名 会 長 名 自治会名 会 長 名

堂林 内山 博之 梅が岡 岩崎 功 神田町 大井 和広

岡 町 福原 敏正 中矢部町 中り|1毅 春 日町 遠藤 雄二

南岡町 及川 司 月見町 小林 靖明 西高町 富士 薫

桜が丘町 畑 芳明 川原町 堀谷 ―世 梅田町 村上 篤司

青葉町 松浦 禾日良 下清水町 穂積 正 大沢町 高橋 卓也

上二丁 目 酒井 治久

「清水写真クラブ」

5月 14日 (月 )～ 28日 (月 )16:00まで 1椰

「清水エスパルスホームタウンコーす―」

5月 29日 (火)～ 6月 16日 (土)まで

親子で楽し<お反だちづくりをしましょう。

脚劇ζlin:夏f親の
【会費】700円 (保険代等)

習交流館 1階マルチルーム

当日直接会場にて、お申込みください

【問合せ】主任児童委員

中田 敬子 (■L090~2944-8295)
堀 奈美子 (■L090~7315-5196)

平成30年度子 てトークの会


