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至四日市

いつでも集える笑顔のある場所

　扉を開けると、いつも笑顔で「こんにちは！」「いらっしゃいませ！」そんな明るい声
で迎えてくれます。また行こう…そう思える場所ってすごくないですか。

　「いこいの広場」は、週5日開催され、1年間で述べ12,000人が利
用しています。地域問わずどなたでも気楽に参加出来るこのサロンを
多くの方が利用し、地域の情報の集まる場所として、今後も、色々な
展開が期待できます。
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憩いのひろば　平川 貴子さん

問☎090-7604-9509（憩いのひろば）

【開催日時】　火～土曜日　午前10時～午後3時まで

受付開始日　6月17日（月）

憩いのひろば

取材をしてみて…

　この場にみえる多くの方とは、憩いのひろばが始まる前からのお付き
合いです。現在、週に3回お手伝いをしています。通っていただく方の
話を聞かせていただいたり、一緒に話をしたり、ちょっとした会話から、
いろんな事を知ることもできます。私自身、ここへ来ることで、とても
元気をもらい笑顔になっています。

　笹尾にある、旧交番跡地で5年前より、運営されている、「憩い
のひろば」。ここは誰でもいつでも参加できる交流サロンです。午
前中は、ほぼ満席になることも多く、とても賑やかで活気がありま
す。外では地元の野菜等も販売され、新鮮な野菜を手頃に買うこと
もできます。ここで飲むコーヒーも格別。ひとつひとつ丁寧に抽出
して提供してくれます。毎日通ってみえる方、たまに訪れる方、待
ち合わせに使われている方など毎日、たくさんの方が利用されてい
ます。ここへ来ることを、普段の生活の楽しみにされている方も多
いのではないでしょうか。通うみなさんが、声を掛け合い、いろん
な人と交流し、その名の通り憩いの場（ひろば）となっています。
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点字体験教室
★ミニ体験（30分程度）
日時　7月27日（土）10：00～15：00
場所　東員町総合文化センター
★名前カード、カレンダー、絵本・トランプ作り
日時　8月6日（火）、20日（火）、27日（火）10：00～12：00
場所　東員町ふれあいセンター
小2以下は保護者同伴でお願いします。
担当　東員点訳友の会

とういん市民活動支援センター　☎86-2866
月、水、木、金9：00～17：00

こども陶芸教室（2回連続）
世界にひとつだけの作品を作れます。
★第1回　形づくり
日　　時　7月22日（月）9：00～11：00
★第2回　色付け
（色付け体験は30分ほどで終わります）
日　　時　8月5日（月）9：00～11：00
場　　所　東員町総合文化センター東
　　　　　陶芸教室
参 加 費　500円（当日持参）
持 ち 物　汚れていい服装
募集人数　24人（小学生）
受渡し日　8月22日（木）
担　　当　東員陶寿会

2回連続）

事前申込
必要

当日参加
ＯＫ

大人の参加
ＯＫ

布ぞうり体験教室
スリッパの代わりとして、注目！
やわらかい履き心地や、蒸れずに
快適です。
日　　時　7月29日（月）9：00～12：00
場　　所　ふれあいセンター 研修室
参 加 費　700円（当日持参）
募集人数　10人
　　　　　（小学4年生～大人）
申込〆切　7月26日（金）
担　　当　子の会

室
事前申込
必要

布
大人の参加
ＯＫ

親子で楽しむ太極拳
暑さに負けない体づくり！！
日　　時　8月20日（火）
　　　　　13：00～14：00
場　　所　ふれあいセンター
参 加 費　300円（当日持参）
募集人数　10組
担　　当　東員太極拳

拳
事前申込
必要

牛乳パックで望遠鏡を作ろう
日　　時　8月24日（土）9：30～12：00
場　　所　東員町総合文化センター 美術工芸室
参 加 費　300円（当日持参）
持 ち 物　筆記用具、牛乳パック2個
募集人数　15人（小学4年生以上）
持 ち 物　筆記用具
担　　当　環境学習サークルみえ

　色々な体験を通して学んでもらいたいと子どもの体験
を集めました。夏休みの工作にもご利用いただけます。

手づくり大好き教室
自分で作る楽しさを味わってください。
小2以下は保護者同伴でお願いします。
日　　時　8月2日（金）10：00～12：00
場　　所　とういん市民活動支援センター
参 加 費　各300円（当日持参）
募集人数　10人（小学生）
担　　当　手づくり大好きジュニアクラブとういん

ろう
事前申込
必要

事前申込
必要

手織りの
ポケットつきポーチ

刺繍の
ヘアゴム

604 9509（憩いのひろば）

おもちゃ病院もして
います。ドクターも

募集中！
おもちゃ病院もして

います。ドクターも
募集中！

おもちゃ病院もして
います。ドクターも

募集中！

問申

参）



東員アンサンブルオーケストラ東員アンサンブルオーケストラ東員アンサンブルオーケストラ
　幅広い年代が楽器を通じて音楽の楽しさを伝えていま
す。イベントや自主演奏会で披露もしています。
　楽器演奏に興味がある方、一度見学にお越しください。
楽器をお持ちでなくても、お貸しできます。
活　動　日　毎週水曜日　19：00～21：00
場　　　所　総合文化センター
　　　　　　または 笹尾コミュニティーセンター
募集パート　弦・管打楽器全てのパート
会　　　費　月1,000円（一般）　500円（学生）
問申東員アンサンブルオーケストラ

☎76-8137（伊藤）

緑綬褒章を
受章！

緑綬褒章を
受章！

カーリング
には

　　　　負
けないぞ！カーリング
には

　　　　負
けないぞ！カーリング
には

　　　　負
けないぞ！

　図書館、保・幼・小などでの読み聞かせや、録音テー
プづくりを行っています。
　始めての方でもできる様に、基礎から学べます。練習
を積み重ねることで、自信もつきます。
日　時　第2・3木曜日　10：00～
場　所　東員町総合文化センター付属棟
　　　　（旧プラムチャンネル局舎）
会　費　月1,000円
問申図書館　☎86-2818

朗読ひばりの会　☎090-7603-0234（小塚）

プロアマ写真家集団 写遊人プロアマ写真家集団 写遊人プロアマ写真家集団 写遊人
　初心者～どなたでも歓迎。勉強会及び情報交換会を見
学ください。申込みは不要です。
活動日　第1土曜日　13：00～15：00
場　所　ふれあいセンター
会　費　無料、入会条件なし
　常設展示場に作品展示しています。
問申写遊人　☎090-6571-1657（小池）

東員自然の会東員自然の会東員自然の会
　子ども達の自然観察会、学習会を開催、ホタルマップ
作り、アキアカネマーキング協力。
　また東員町の自生生物の生態調査を
行っています。
会　費　年500円
問申東員自然の会　☎090-9197-2126（大谷）

東員太極拳東員太極拳東員太極拳
　年齢性別に関係なく、体幹を鍛えていつまでも歩け
る元気な体を作りましょう。
日　時　第1・3火曜日
　　　　10：00～11：30
場　所　ふれあいセンター 1階
　　　　会議室
会　費　月1,000円（2ヶ月払い）
問申東員太極拳　☎32-4045（新井）

双葉会 太極拳双葉会 太極拳双葉会 太極拳
　ゆっくりした呼吸でゆったりと動く。心が静まりま
す。
活動日　第1・3木曜日　2・4火曜日
　　　　9：00～11：30
場　所　ふれあいセンター
会　費　月500円（月謝は6ヶ月分前納
　　　　最初の1ヶ月無料体験）
問申双葉会 太極拳　☎76-5765（藤田）

　　　 　　　　☎76-3447（辻）

　ユニカールはカーリングに似た、スポーツです。ど
なたでも簡単にでき楽しいですよ。
活動日　第1・3月曜日
　　　　（祝日の場合は翌週）
　　　　9：30～11：30
場　所　東員町総合体育館
会　費　年1,500円
持ち物　体育館シューズ
問申東員町ユニカールクラブ

☎・FAX76-6224（清藤）

イベント等で
お手伝いいただける
ボランティアの方
同時募集

第1・3木曜日
8：00から

活動しています

歌の好きな方
一緒に活動
しませんか

年3回
競技大会を開催
希望者は

県内外の試合にも
参加できます

日　時　7月7日（日）9：00～10：30
場　所　東員町中部公園
　　　　管理棟北側 水景苑
持ち物　軍手
　　　　（あれば）剪定ばさみ
問申紫陽花倶楽部　☎090-1629-2858（奥）

第14回 アコースティック・フォークの集い
青春の想いで～フォークソングを歌おう

日　時　7月20日（土）
　　　　14：15～16：00（開場14：10）
場　所　くろがねも～ち（東員町役場南）
参加費　500円
　　　　（ドリンク+ミニクロワッサン）
問申青春アート- in　☎090-8554-1189（村上）

長深ぶんこまつり
　「ひょうきんどんぶりシアター」「はたいもさん腹話術」「大型
紙芝居」「絵本の読み聞かせ」など盛りだくさん！
　町内外の子どもたちの参加、お待ちしています。
日　時　7月21日（日）10：00～12：00
場　所　長深公民館（オレンジバス、長深公民館東下車）
問申長深文庫　☎・FAX76-3964（廣田）

東員町母子寡婦福祉会総会・交流会2019
　身近な生活のことや会への思いを語り合いましょう。
日　時　7月27日（土）11：00～13：00
場　所　ふれあいセンター 1階 相談室
　　　　※軽食を準備します。時間内出入り自由です。
対　象　町内在住の寡婦・母子・父子家庭の方
主　催　東員町母子寡婦福祉会
問申東員町母子寡婦福祉会

☎090-3388-0118（永井）　FAX76-6888

　一緒に絵てがみを楽しみませんか。月に一
度「わくわくボランティア」さんのお弁当に
絵てがみを添え届けてもらいます。
活動日　第3水曜日　13：30～15：30
場　所　ふれあいセンター
問申絵てがみカトレア　☎76-4800（上原）

東員障がい児者友の会東員障がい児者友の会東員障がい児者友の会
　「みんなで考え行動する」をモットーに一
緒に活動しませんか。障がいがあるなしに関
わらずどなたでも歓迎します。座談会後は、
フライングディスク教室を開催し交流を図っ
ています。
活動日　第3土曜日
　　　　13：30～15：00
場　所　ふれあいセンター
会　費　年1,200円
問申東員障がい児者友の会

☎090-3588-9470（門脇）

7・8月のイベント時の
ボランティア同時募集

裏ページに
親子体験募集
しています

東員町障がい児（者）守る会東員町障がい児（者）守る会東員町障がい児（者）守る会
　障がいがある人もない人も、共に明るく希
望を持って暮らしていけるために活動をして
います。いずみ作業所やサポートハウスふら
っとと連携して障がい児（者）の学習活動、
地域生活の支援を行っています。
活動場所　東員町内及び
　　　　　近隣地区
会　　費　無料
問申東員町障がい児（者）守る会

☎76-6521（笹尾東小学校・日置）

会員募集イベント情報

緒 絵 が を楽し ませんか 月

絵てがみカトレア絵てがみカトレア絵てがみカトレア

　日本の伝統文化である茶道をどなたでも気
軽に味わっていただきたいと活動しています。
活動日　第1水曜日
　　　　13：30～
会　費　月500円（お抹茶
　　　　和菓子・お部屋代）
問申美々会　☎FAX76-9296（丸山）

の伝統文化 ある茶道をどなた

美々会（みみかい）美々会（みみかい）美々会（みみかい）
カ ルはカ リ グ 似た ポ す

東員町ユニカールクラブ東員町ユニカールクラブ東員町ユニカールクラブ

　呼吸を意識しながら、ストレッチ体操！
　筋力アップと腰痛予防に役立ちます。
日　時　第2・4火曜日　10：00～11：30
場　所　ふれあいセンター 1階 会議室
会　費　1,200円（2ヶ月払い）
問申東員ストレッチ練功　☎32-4045（新井）

を意識しながら トレ チ体操！

東員ストレッチ練功東員ストレッチ練功東員ストレッチ練功
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を受章！

保 幼 小など 読 聞かせや

朗読ひばりの会朗読ひばりの会朗読ひばりの会
親子で参加

　　  大歓
迎！！親子で参加親子で参加

　　  大歓
迎！！

み

参加費無料

ょう。

です

参加費無料

参加費無料

いきいき健康講座
日　時　8月9日（金）13：30～15：00
場　所　ふれあいセンター １階 会議室
講　師　水野章先生（いなべ総合病院名誉院長）
問申東員健康づくりいきいき隊　☎76-7543（近田）

参加費無料

第1

　　

料

会員募集

の好きな方

会員募集

あじさいの挿木・苗木の作り方体験
あじさいの切花プレゼント!!

集 地域づくり・仲間づくり・生きがいづくり

歌

）


