
 

 

当日、警備（会場内巡回、各門の 

出入り管理）を中心にお手伝いし 

てくださる方を募集します。（16

時～21時までの可能な時間で） 

市民センターまでご連絡くださ 

い。    (℡９６３-１４４６) 

 

       

 

 

 

 

 

あなたの描いた絵が夏祭りのポスターに
なるチャンスです！！ 
お祭りの日まで街中をあなたの絵でにぎ
わせましょう♡♡♡ 
入選者はお祭りの日、表彰式があります。
お子様はもちろん、大人の方も奮ってご
応募ください。 
     <応募要項> 
Ｂ４サイズ、自作未発表のもの。 
作品の裏に 住所・氏名・年齢・電話番
号を記入の上、守恒市民センターへお持
ちください。 
締め切り 6月 15 日(土)17時まで 

～子育てにやさしいまち、誰もがすみやすいまち～ 
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守恒校区を住みやすい町にするために 町内会入って安心・助け合い 

 今月の花  菖蒲 

花言葉 「信頼・情熱」 

５月の留学生と食 ingは... です。 

日時 5月 25日（土）時間 10時～ 参加費 500円 

北九州大学の短期留学生と一緒に、母国の料理を一緒に作

って食べましょう。 

エプロン、三角巾を持参して下さい。 

※今回は定員がいっぱいになりましたので、申し込みを締 

め切りました。次回は 6月 22日（土）イギリス料理を予

定しています。 

 

★健康守恒クラブ、元気アップ教室は共に受講生を随時募集中で

す 。 健 康 寿 命 を 延 ば す 秘 訣 を 一 緒 に 学 び ま し ょ う ！ 

お申し込みは守恒市民センターへ    ℡９６３-１４４６ 

健康守恒クラブ５月・６月の予定   

５月 １８日(土) ＮＯＷ（脳）とカラダの活性化②  

６月 １ 日(土) 始業式 

  15日(土) 健康長寿を延ばすために 

 

 

主催：守恒校区自治連合会・守恒校区まちづくり協議会 

  

歌・ダンス・演奏・漫才 etc.. 

夏祭りのステージを盛り上げてくれる

方を募集します。 

我こそは！！と思う方はぜひ！ 

街の人気者になれるかも？？ 

   <要  項＞       

出演時間：17:00～１８：４０までの間 

   入退場含めて 10分 

締め切り：6月２１日(金)17時までに 

守恒市民センタ―窓口まで 

＜5月の予定＞ 

15日(水) 11時半～ ふれあい昼食交流会 
17日(金) 13時半～ ぴよちゃんクラブ 

18日(土) 10時～  健康守恒クラブ 

24日(金) 10時 45分～ ぽからっこ with楽器
いっぱいおはなし会 

※ぽからっこは今年度から午前中になりました 

25日(土) 10時～留学生と食 ing（イラン料理）  
      14時半～ もりつね徳力音楽祭 

26日(日) 守恒小学校体育大会 

       
     ＜６月の予定＞ 

1 日(土) 10時～健康守恒クラブ  

15日(土) 10時～健康守恒クラブ 
19日(水) 11時半～ふれあい昼食交流会 

21日(金)  13時半～ ぴよちゃんクラブ 

22日(土)  10 時～留学生と食 ing(イギリス)   
24日(月)  10 時～元気アップ教室 

28日(金) 10時 45分～ぽからっこ 

with楽器いっぱいおはなし会 
 

＜生活安全パトロール＞ 

徒歩パト：6月 3日(月) 
車両パト：5月 17日(金)・23日(木)・29日(水) 

          6月 7日(金)・11日(火) 

       19日(水)・2７日(木)  
      ＜自治連合会定例会＞       

総会 5月 21日（火） 

 

http://www.ktqc01.net/mina/mtcc


No 種目 クラブ名 曜 時間 No 種目 クラブ名 曜 時間

1 守恒ヘルシー料理クラブ② 金 　9：00～13：00 22 パレット①③ 月   9：30～12：00

2 和菓子くるみの会① 金 　9：30～12：00 23 　彩友会 木 13：30～15：30

3 男性料理クラブ② 土 10：00～13：00

4 手あみ　①②③ 火 10：00～12：00

5 針の会　①③ 水 10：00～12：00 25 楽しくカラオケ 金 18：30～20：30

6 守恒書道②③④ 水 10：00～12：00 26 合唱 うぐいすの会①③ 金 13：00～15：00

7 知水会①②③（子ども） 水 16：30～19：00

8 書友クラブ①②③ 木 　9：30～12：00

9 啓心会①②③ 土 12：30～14：30 28 クローバーダンスサークル　　火 10：00～12：00

10 入木書友クラブ①②③ 土 15：00～17：00 29 うさぎダンスサークル 水 19：00～21：00

11 珠算 ★守恒そろばんクラブ 水 15：30～18：30 30 社交ダンストレボ 木 1９：00～21：00

12 茶道 煎茶クラブ　①②③ 土 12：30～14：30 31 ハッピー社交ダンス 金 1９：00～21：00

13 日舞 若の会 火 10：00～12：00 32 ワイキキクラブ ①②③ 月 18：00～２1：00

33 ホクラニ守恒　①②③ 土 13：00～15：00

34 骨盤ストレッチ 月   9：30～11：00

15 俳句 守恒四季の会④ 木 13：00～15：00 35 背骨コンディショニング 木 1５：30～17：30

16 酔碁会 水 12：30～16：30 36 活法健康クラブ 木 10：00～12：00

17 烏鷺の会 土 12：30～16：30 37 レディ-スヨガ 木 10：00～11：30

18 語学 スペイン語クラブ 火 14：00～16：00 38 ポケットヨガ 土 10：00～11：30

19 大正琴 大正琴ゆりの会①③ 水 13：30～15：30 39 ともえクラブ 火 12：30～15：30

20 守恒パソコンクラブ 月 13：00～15：00 40 守恒卓球同好会 火 18：45～21：00

21 パソコン友クラブ 木 10：00～12：00 41 レクダンス ピンシャンクラブ①②③ 水 14：15～16：15

43 ジェリービーンズ 木 16：30～18：30

44 CHUBBY－BOO 金 17：45～18：45

46 絵手紙 まはな絵手紙クラブ①③ 火 10：00～12：00

47 空手 守恒空手同好会（子ども） 火 17：15～18：45

48 健康 OB＆OGの会②④ 金 10：00～12：00
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ふれあい昼食会にきませんか？ 

65歳以上の方はどなたでもご参加いただけます。 

毎月第３水曜日 11時半～ 昼食代400円 

初めての方は、守恒市民センター 

℡９６３－１４４６までご予約ください。 

◎クラブはいつでも見学していただけます。 

◎クラブは自主的に運営されていますので、入会ご希望の方 

   は各クラブの代表者に申込んで下さい。 

◎★のついているクラブは子どもも受け付けています。 

◎クラブ名の後の○数字は、開催週を示しています。 

  2019年度 守恒市民センタークラブ紹介 

新留学生が出身大学の紹

介をし、地域の方と一緒

にカレーを食べ、楽しい

時間を過ごしました。 

４年目を迎えました。 

毎日の健康は食生活か

ら！ですよね。   

３年目を迎えました。 

脳トレや体力増進する講
座です。 

タイ料理「カイチャオ・

ガパオ・春雨サラダ」を

留学生から教わりました。

ピリ辛で美味しくいただ

きました。 

 この連休中に京都御所に行ってきました。代々受け

継がれている歴史ある物の大切さを肌で感じ、新しい

時代への変化を楽しみにしています。 

（い） 

美味しいですよ 


