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新年あけましておめでとうございます。本年が地域のみなさまに
旭公民館
とりまして幸多き年でありますよう祈念いたします。旭公民館は、
周辺地図
岡山市立岡山中央中学校区の公民館として、学区の方をはじめ広く
岡山市の方々にご利用いただいていますので、どうぞご利用ください。

旭公民館の利用にあたって、これだけはお願いします！
１．マスクの着用をお願いします。
２．来館前に体温測定をしてください。
ｒ
３．できるだけスリッパ（室内履き）をご持参ください。
４．来館・退館時、手指のアルコール消毒をお願いします。

主 催 講 座 の お 知 ら せ
日々の暮らしを充実させるため、スマートフォンを上手に活用してみませんか。はじめての人でも OK！
※11～12 月に開催した「スマホの基礎講座」に
参加できなかった方のために追加開催をします。
Ａ日程とＢ日程、同じ内容で場所と日時を変えて実施します。１回のみ・２回のみの受講もできます。
日
第１回（ネット検索、アプリの入手、
第２回（生活に役立つアプリを使う
会
場
程
アカウント・ID・パスワードについて）
～防災・YouTube・LINE 他～）

スマホの基礎講座

Ａ

旭公民館
２階 第２講座室

Ｂ

西川アイプラザ ４階会議室

２月１日（火）１０：００～１２：００
1.20 の時点で
（受付：９時３０分～）
中止になりました。
２月４日（金）１０：３０～１２：３０

２月３日（木）１０：００～１２：００

1.20 の時点で
（受付：９時３０分～）
中止になりました。
２月１０日（木）１３：３０～１５：３０

岡山市北区幸町 10-6

（受付：１０時１０分～）10 時～入館
（受付：１３時～）
1.20 の時点で
【対象】スマートフォン初心者や購入を検討している人 【講師】スマホアドバイザー 【受講料】無料 【定員】１６人
中止になりました。
【申込】Ａ日程、Ｂ日程 ともに１月１１日（火）９時３０分から、旭公民館へ来館または電話で（先着順）
定員になり次第締め切ります。（電話が殺到してつながりにくいことがあります。ご了承ください。）
【準備物】マスク、飲み物、筆記用具、自分のスマートフォン（持っていない人にはデモ機を貸し出しします。）
内山下・深柢地区で起こりうる

災害に備える
※VR＝バーチャル・リアリティ（仮想現実）

もし火災があったらどうしますか？もしもの時のた
めに、VRゴーグルで仮想現実の火災を体験します。
【日時】 １月２８日（金）１３時３０分～１５時
1.20 の時点で
【対象・定員】どなたでも １５人（先着順）
中止になりました。
【講師】岡山市消防局予防課職員
【申込】１月７日（金）９時３０分から来館または電話で

賢く省エネ生活！家電製品の選び方・使い方
家電製品の選び方や使い方、普段の生活で実践できる省エネ等
について学んでみませんか？（ピュアリティまきびからオンライン中継）

【日時】 ３月３日（木）１３時３０分～１５時
【講師】 （一財）省エネルギーセンター 井上 博夫 氏
【定員】 １８人 【参加費】 無料 【会場】 旭公民館
【申込】 １月１７日（月）９時３０分から旭公民館に
来館または電話で（先着順）＜〆切：２月１７日（木）＞
カフェはできない
けどつながろう。

男性のみなさん、巷の話題をしゃべりましょう。
【日時】 １月２４日（月）、２月２８日（月）
１３時３０分～１５時 【定員】１０人
【参加費】無料（飲食はなしです。） ※事前申込み要

～南海トラフ巨大地震を中心に～
共催：内山下地区連合町内会・深柢地区連合町内会

【日時】 ２月１２日（土）１３時００分～１４時３０分
【定員】 内山下・深柢地区の方は別途案内がありますので
1.20 の時点で
申込が別になります。それ以外の方は ２０人（先着順）
中止になりました。
【場所】ルネスホール（岡山市北区内山下１－６－２０）
（旭公民館ではありません）

【講師】岡山理科大学客員研究員 西村 敬一先生
【申込】１月１７日（月）９時３０分から来館または電話で
岡山市ごみ減量・リサイクル推進週間公民館講座
共催：岡山市環境事業課
岡山おもちゃの病院
大切なおもちゃがこわれちゃった・・・
診断してもらって一緒に治しましょう。

保護者と一緒に
来てください。

【日時】 ２月２７日（日）１０時～１１時３０分
【対象・定員】お子さんと一緒に・７組程度 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｹﾞｰﾑ
【治療費】無料
鉄砲は不可
（修理に必要な部品や電池等は実費が必要）

【申込】１月１７日（月）９時３０分から来館または電話で

●開館時間 9 時 30 分から 21 時(日曜日は 17 時まで)

●休館日

水曜日・祝日・年末年始
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この地域をもっと知りたい、初めてでも気軽に参加
できるものを探している、そんな方におススメです。
【日時】１月２５日（火）１０時～１２時（受付 9：30 から）
※集合９時５５分まで ※雨天、１月２７日（木）に延期
1.20 の時点で
出演：ハンス・ヤーライ、ルイーゼ・ウルリッヒ、マルタ・エゲルト 【対象・定員】歩いてまちめぐりができる人・１０人（先着順）
中止になりました。
内容：シューベルト作曲「未完成」を題材にしたフィクション。 【集合場所】後楽園入口(鶴見橋東詰め)から少し南へ
②愛妻物語（1951 年 日本 白黒 96 分）
行ったところの自転車置き場付近
【コース】後楽園東側外苑の碑を中心に約 3Km のコース
【日時】 ３月４日（金）１３時３０分～１５時１０分
【参加費】５０円（傷害保険料として当日集金します。）
出演：乙羽 信子、宇野 重吉 ほか
内容：戦時下、シナリオ作家を目指す夫と彼を懸命に支え 【準備】マスク着用、出かける前の体温測定、飲み物、
歩きやすい服装&装備(タオルほか)、筆記用具
る妻が描かれた、新藤兼人監督の自伝的作品。
【申込】１月８日（土）９時３０分から来館または電話で
①②とも下記のとおりお申込みください。
【定員】３０人【会場】２階第２講座室
【申込】１月１７日（月）９時３０分から来館または電話で

①未完成交響楽 （日本語字幕版）
1.20
（1933 年 ﾄﾞｲﾂ･ｵｰｽﾄﾘｱ 白黒 88
分）の時点で
【日時】 ２月４日（金）１３時３０分～１５時
中止になりました。

マスクにお花のワンポイントししゅうを！
【日時】 １月２４日（月）１０時３０分～１２時
1.20 の時点で
【対象・定員】乳幼児～大人まで １５人
中止になりました。
【講師】わらべうたサークル 森木 千佐子さん
〃
光藤 サエ子さん
【申込】随時来館または電話で 【参加費】無料
【準備物】動きやすい服装、水筒

①１月１８日(火) お正月あそび、読み聞かせ
1.20 の時点で
②２月８日(火) 体をおもいっきり動かそう、読み聞かせ

中止になりました。
【時間】①②とも１０～１２時
【対象・定員】就園前の親子①②とも７組
【参加費】①１組５０円②無料
【準備物】①②とも水筒、上靴（なければ裸足で可）
はさみ、動きやすい服装で
【申込】１月８日（土）９時３０分から来館または電話で

【日時】 １月２２日（土）１３時３０分～１５時３０分
【講師】 大東 佐登子さん
1.20 の時点で
【定員】 ８人（先着順）
【材料代】 ２５０円（当日集金） 中止になりました。
ﾏｽｸ・刺繍糸等はこちらで準備します。
【準備物】 ししゅう針・ぬい針各１本、まち針２本、はさみ
【申込】１月８日（土）９時３０分から来館または電話で

【日時】 ２月５日（土）１４時～１５時（受付13 時45 分～）
【曲目】 春の海、ふるさと、パプリカ
ほか
1.20
の時点で
【演奏】 筝曲アカデミー岡山のみなさん
中止になりました。
【定員】 ２５人（先着順） 【参加費】無料
【申込】１月１７日（月）９時３０分から来館または電話で

ご自宅の庭から緑ゆたかな美しいまちをめざしましょう。
【日時】 ２月１９日（土）１３時３０分～１５時
【講師】 岡山市公園協会職員
【定員】 １２人（先着順）
参加者募集中！
クラブ講座のご案内
【材料代】 ２，０００円（当日集金）
カラオケクラブ（やよい会）第２・第４木曜日１３時～
※ただし、材料申し込み後２月８日以降に
初心者歓迎！！ お気軽にご見学ください。
キャンセルの場合は材料代をいただきます。
うさぎ文庫 第２・第４木曜日１４時３０分～
【申込】１月１７日（月）９時３０分から来館または電話で
【準備物】はさみ、ビニール手袋、大きなビニール袋２枚

うさぎ文庫から

こんな本も面白いよ！

『もこもこもこ』

もとなが さだまさ／文（文研出版）
これは、天地の黎明？いえいえ、そこまで深読みは・・・。なんとも不可思議な世界
です。でも、子どもたちは案外あっさりと受け入れ、面白がってくれます。
幼い子から小学校の高学年の子まで、結構楽しんでくれますよ。

『せかいいちおいしいスープ』

マーシャ・ブラウン／文・絵（岩波書店）
へとへとではらぺこな三にんのへいたいが、村にやってきて、たべものとねるとこ
ろをたのみます。でも村びとたちはたべものをかくして、いいわけばかり。すると、へ
いたいたちは“石”でスープを作ると言い出し・・。フランスの昔話。

『クローディアの秘密』

Ｅ・Ｓ・カニグズバーグ／作（岩波少年文庫）
家での不公平な扱いや、日常の平凡な繰り返しにあきあきした 11 歳のクローディ
アは家出を決意します。現実的でへそくりをためこんでいる弟を相棒に、ニューヨー
クのメトロポリタン美術館を居場所に選んだクローディアは・・・。

ベルマーク集めにご協力を！
10 月のエシカル講座で環境保護と地域社会
のためになる買い物について学習しました。
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「旭公民館だより」は町内会長様方のご厚意により配布(回覧)していただいております。
この場をお借りして御礼申し上げます。●次号は、３月１日発行の予定です。

