
メンバーと職員計6名で
店舗入り口に立ち、募金活
動を行ってきました。
ジャスコ側とパル側の

二か所に設置。皆様から
の温かい募金を募りました。
参加した子供たちの元気

な呼びかけにたくさんの方が
応えてくださり、初めての募金活動が良い経験となった

のではないでしょうか。
ご協力くださいました皆様ありがとうございました。

10/20現在 ６〃７３７ 円
この基金は、フォルダイベントなどで募り、

市民応援活動や 選手強化費として使われます。

北上をキレイにしよっ！報告

暖かい季節も過ぎ、ますます体を動かす
のがおっくうになってきますね。そんな時
このシニア運動教室に参加してみません
か？ 初回は無料で体験できます。60歳以
上で、健康と体力の維持・増進を望む方、仲
間づくり。一緒に体操やニュースポ―ツを
楽しんでみませんか？

開催日時 ： 毎週水曜日 １０：００～１１：30

月 謝 ： ２〃０００円

1回 ６００円

場 所 ： 北上勤労者体育センター

持 物 : 飲物・タオル・動きやすい服装

じゃ～んずΩ監修｢スープカレー」作り♪地元北海道では
よく作られるスープの様ですが、岩手ではあまりなじみが無
くワクワク♪ ｢スープカレー」よりも「じゃ～んずΩ」を楽し
みにしてきた子もワクワク♪材料選びからスパイスの調合

まですべてじゃ～んずの5人が準備
してくれました！参加は定員オーバー
の21名各調理台にはじゃ～んずのメン
バーがつき手取り足とりの調理開始～
鶏ガラスープから
の本格派。各担当

メンバーの自分流 アレンジにそれぞ
れうっとり。。。参加者も、大好きな
じゃ～んずと一緒に食べ比べては
歓声をあげておりました。最後に
あの名曲を熱唱♪美味しい一日でした。

プログラム開始から好評を頂いておりました、
アシュタンガヨガとタイ式ヨガ(ルーシーダットン）、
夜ピラティスですが、講師都合により11月開催を持ち

まして終了することとなりました。
ありがとうございました。
他にも色々なプログラムをご用意して
おります。下のプログラム一覧を

ご覧になって参加お待ち致しております

まだまだ、はじまったばかり！報告 報告 じゃ～んずΩと一緒！

ありがとうございました。
フゔイル
お知らせシニゕ運動教室

フゔイル
紹介

「ひろえば街が好きになる運動」JT日本たばこ産業が

主催するこの活動にフォルダ10名のメンバーさんと参加

して来ました！北上市役所を出発、青柳町～諏訪町～花

園町のコースを左手にゴミ袋、右手に火箸、頭や首、腕に

はオレンジバンダナ。天気も何とかもちこたえ「温かくな

ったね｣と声を掛け合いながらウォーキングの様にボラン

ティアを終了しました。この活動は年間3回程度実施。

次回もたくさんのボランティア

が参加されますように・・・！

たばこの吸い殻がとても多い！
子供に拾ってもらって
恥ずかしくないのでしょうか・・・。
愛煙家には、もっとマナーを

ただいま準備中

魅惑のエキゾチック
フゔイル
紹介

NEW!

エキゾチックな音楽に合わせて
身体を動かしてみませんか！
「魅惑のベリーダンス」
の体験会開催します！

ベリーダンスの魅力は
アラブが広がる『音楽』
独特の『動き』

期 日 ： 11/13～12/18(土) 全5回 ※11/27は休み
時 間 ： 19:15～20:15
場 所 ： サンレック北上
講 師 ： ベリーダンスクラブShukr（シュクル）CHIEさん
定 員 ： 12名(定員になり次第締切)
対 象 ： ベリーダンスに興味のある女性
受講料 ： メンバー1,000円一般2,000円
持 物 ： 飲物・タオル・動きやすい服装・靴下(指付がよい)

お持ちの方ヨガマット

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

アシュタンガ スーパー 太極拳 ｽｸｰﾙ キンダー ｽｸｰﾙ キッズ ｽｸｰﾙ ジュニア

タイ式ヨガ 　　バドミントン 朝のヨーガ ウォーキング 朝のピラティス

ヨーガ グラウンドゴルフ 走り方教室 ペン字の寺子屋

長距離ランニング 中学バスケ やさしいﾌｯﾄｻﾙ ペタンク
バドミントン

夜のピラティス

7 8 9 10 11 12 13

アシュタンガ スーパー いま体!これ身体! ｽｸｰﾙ キンダー ｽｸｰﾙ キッズ ｽｸｰﾙ ジュニア

タイ式ヨガ 　　バドミントン 太極拳 グラウンドゴルフ ウォーキング 朝のピラティス

ヨーガ 朝のヨーガ 走り方教室 ペタンク

バスケットボール やさしいﾌｯﾄｻﾙ

バドミントン

夜のピラティス

14 15 16 17 18 19 20

スーパー いま体!これ身体! ｽｸｰﾙ キンダー ｽｸｰﾙ キッズ ｽｸｰﾙ ジュニア

　　バドミントン グラウンドゴルフ ペタンク
ヨーガ バスケットボール

バドミントン

21 22 23 24 25 26 27

アシュタンガ スーパー いま体!これ身体! ｽｸｰﾙ キンダー ｽｸｰﾙ キッズ ｽｸｰﾙ ジュニア

タイ式ヨガ 　　バドミントン 太極拳 グラウンドゴルフ ウォーキング 朝のピラティス

無料体験会開催 朝のヨーガ 走り方教室 ペン字の寺子屋

中学バスケ やさしいﾌｯﾄｻﾙ ペタンク

バドミントン

夜のピラティス

28 29 30

アシュタンガ スーパー

タイ式ヨガ 　　バドミントン

ヨーガ

＊今月の注意事項＊

サンレック北上・体育施設
休館日は、

1・８・１５・２２・２９日です。

大きいサイズの
カレンダー

も用意しております。
お問合わせ下さい。

＊プログラムの月謝について＊

月のプログラムを全てお休みする場合は、休む前の月の25日まで

月謝プログラムを退会する場合は、退会する月の25日までに事務局へ連絡お願いします。

樺山
ペタンク大会

ｻﾝﾚｯｸ
体育施設
休館日

ｻﾝﾚｯｸ
体育施設
休館日

ｻﾝﾚｯｸ
体育施設
休館日

ｻﾝﾚｯｸ
体育施設
休館日

臼井管
理栄養

士
講演会

黄色いレシート

ｻﾝﾚｯｸ
体育施設
休館日

ﾒﾝﾊﾞｰ月謝
（一般料金）

生涯学習 2,000円
ｾﾝﾀｰ　3階 （4,000円）

生涯学習 2,000円
ｾﾝﾀｰ　3階 （4,000円）

生涯学習 ①18:40-19:30 1,200円
ｾﾝﾀｰ　3階 ②19:40-20:30 （1回800円）

北上勤労者 宍戸　朋夫 1,000円
体育ｾﾝﾀｰ 上野　隼 （2,000円）

北上勤労者 小原 2,000円
体育ｾﾝﾀｰ 梅木 （1回600円）

生涯学習 柴田　ケイ 2,000円
ｾﾝﾀｰ　3階 菅原　典子 （4,000円）

樺山歴史の 無料
広場 （1回500円）

生涯学習 1,200円
ｾﾝﾀｰ３階 （1回800円）

ｻﾝﾚｯｸ北上 2,000円
研修室 （4,000円）

東陵中学校 無料
体育館 （1回500円）

東陵中学校 無料
体育館 （1回500円）

北上勤労者 無料
体育ｾﾝﾀｰ （1回500円）

北上勤労者 1,000円
体育ｾﾝﾀｰ （2,000円）

北上市総合 1,500円
運動公園内 （3,000円）

東陵中学校 無料
体育館 （1回500円）

ｻﾝﾚｯｸ北上 2,000円
研修室 （4,000円）

大人　2,000円

子供　1,300円
（一般は2倍）

稲瀬農村 無料
集落会館 （1回500円）

14:30～15:00

ｷﾝﾀﾞｰ1・年少･中

15:15～15:45

ｷﾝﾀﾞｰ2・年長

キッズ　(低学年） 金 北上勤労者 16:30～17:30 長屋・大輔

ジュニア(高学年） 土 体育ｾﾝﾀｰ 10:00～12:00 宍戸

阿部　丈二

金 18:30～19:30 阿部　丈二

木 19:00～21:00

9:00～10:00金

水 10:00～12:00

火

水 19:15～20:45

木

福士　幸子

木 19:00～21:00 菅野　聖恵

19:40～20:30

10:30～11:20

木

木 19:00～21:00

（ルーシーダットン）

ヨーガ

月 渡辺　未来20:00～20:50

工藤　文子

中学バスケ

 バスケットボール

バドミントン

時　間 講　師
曜
日

場　所

工藤　文子

火 19:00～21:00

月 19:00～19:50 渡辺　未来
アシュタンガ　ヨガ

（マットかバスタオル持参）

タイ式ヨガ

スーパー
バドミントン

シニア運動教室

いま体！これ身体！

太極拳

朝のヨーガ

グラウンドゴルフ

プログラム名

キンダー（園児） 木
サンレック

北上

生涯学習
ｾﾝﾀｰ　3階

（初心者・女性中心）

朝のピラティス
（マットかバスタオル持参）

ペン字の寺子屋

ペタンク

ウォ-キング教室
（ノルディック）

走り方教室
（月3回ｶﾚﾝﾀﾞｰ参照）

やさしいﾌｯﾄｻﾙ

（マットかバスタオル持参）

ス
ク
｜
ル

フォルダ会員
年間活動費
３０００円

小原・梅木

土

金 19:30～21:00

土 14:00～16:00 司東　道雄

土
第２・４土曜日

10:15～12:00
蒲澤　翠渓

9:１0～10:00

髙橋　峰

福士　幸子

木 9:00～12:00 司東　道雄

夜のピラティス
（マットかバスタオル持参）

（マットかバスタオル持参）

フォルダより 22.11     ②　　　　


