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鰊郎肋協議会
〒424-0836静岡市清水区桜が丘町7番 1号

TEL 354-1350 FAX 354-1373

地区人口(1■成30年 9月 30日 現在 )

人口総数 12,198人
男 5,886人 。女 6,312人
1生 帯数 5,395111帯

岡生涯学習交流館

本の実や枝などのすチュラル素材を使って

壁かけクリスマスツリーを作ります。

【会 場】

【対  象】

【会 費】

12月 1日 (土 )

午前 10時～ 11時 30分
岡生涯学習交流館

2階 講義室

小学生 20人 (申込llE)

1人 1,200円
｀
t'串込み,11月 9日 (金)午前 108寺～

・‐

電話または岡交流館窓□で
お申込みください (申込順)

岡生涯学習交流館 8354-1350/

そば粉から練り、麺棒で伸ばしながら
本格的なそば打ちをおこないます。

【日 B寺】12月 7日 (金 )

【会 場】
:L量[菫甚讐i em

【対 象】成人16人 (申込順)

【会 費】1人 1,OOO円
【持ち物】エプロン・三角巾・も、きん。手i式き用タオブ

/・
串え
な基幾覇発轟髯譜型控｀

交流館窓□で

ュt即      F塗|[:Li%′イ

〈岡交流館〉交流スペース☆展示☆ ◆
‖ずIL3革種尾孔黎

筆画作調 /
岡 地 区 体 育 :会 だ よ り =姶 繰 =

◆第30回オレンジ杯バレーボール大会

岡地区選抜 Aコー ト 1位  〔9月 30日

◆第 16回 静岡市清水区民体育大会

総合 3位  〔10月 7日 (日 )〕

【種目別】
クロッケーリレー (堂林)

親子ボール蹴リリレー (川原町)

球運びリレー (上二丁目)

キャッチボールクラシック

(選抜+リ トルモンキーズ)

ボウリングリレー (中矢部町)

小学生リレー (川原町)

なわとびリレー (堂林)

大なわとび (南岡町)

年齢別リレー (堂林・川原町)

1位
2位
11立

3位

3位
11立

11立

3位

『秋の火災予防運動始まる |』

〔平成30年 11月 9日 (金)～ 11月 15日 (本 )〕

静岡市清水消防署  (富 367-3119)
同地区総合防災訓練蟷六翼異晶～

積極的に参力Bしましょう|三中グラウンド集合

〔主催〕岡生涯学習交流館 〔共催〕岡地区まちづ<り 推進委員会

岡生涯学習 流館まつり
11月 1了 日 (土)～ 18日 (日 )に開催します

詳しくは、 11月 に配布するチラシをご覧<ださい。 ～お楽しみに～

◆ 11月 17日 (上 ) 午前9時～午後60寺 ………【展示】 【昭不日のレコード音楽体験館&
親子で学ぶコーヒー講座】メノ 0メ    ※詳響醤『ぽ厭g軍予じ唇[0ご層雪浜。

午前9時～午後 18寺………【展示】 【音楽体験館&コーヒー講座】

午前108寺～硫切れ次第終了)… 【販売】手づ<り お菓子・新鮮野菜果物

午前108寺～11時30分 ……… |

午前108寺30分～碗切れ次第糸冬了)・

カレー0お弁当。みそ汁・コーヒー・ジュース

午前9時20分～128寺 30分 … 【ステージ発表】

12時 30分～ 【抽選会】(まちづ<り推進委員斜

生活習慣病予防の為の料理教室～おいし<減塩料理～ 静岡市食生活改善推進協議会主催講座

家族やご自分の健康の為に、減塩料理を

学んでみませんか?
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【Fo5含せ・ 申込み】
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【日 8寺】 11月 29日 (本 )

午前 10時～ 12時
【会 場】岡生涯学習交流館

2階 料理実習室

【対 象】どなたでも12人
【会 費】 1人 300円

〈岡交流館9条認定団体〉会員募集

大 人 の 体 操 の 会
骨盤底筋群…ご存矢日ですか?
先生の細やかな説明と指導のもと、

楽し<ス トレッチしています。
ぜひ仲間になつて<ださい。

【日 時】毎月第 1・ 3火 8覆 日14時～158寺30分
【会 場】岡生涯学習交流館 1階マルチルーム

【対 象】女性5名
【会 費】半年6,OOO円
【間合せ】松島 (8334-5670)

o見直しませんか 自分の健康 !家族の健康 !

清水秘 サ艦康7rFタ
日

会
対

”

8寺】11月 25日 (日 )98寺 30分～14時
場】清水テルサ 1階 多目的ホール
象】どなたでも (入場無料)

。～・～ コーす―紹介 ～ 0～・～
①漫1定器具で行う簡単体力・健康度チェック
②医師・保健師等によるlEl胃」健康相談
③各種検診(90寺 30分～11時 45分まで)

④リハビリ・介護予防相談
⑤健康ミニステージ
⑥手作リハープテイー試飲

〔間含せ〕清水テルサ
(富 355-3111)


