
1 月 休館日
2 火○
3 水 子どもわくわくクッキング(9：30～13：00）
4 木○
5 金○ 自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ（10：00～12：00）[自中]

役員会(13:30～)
中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

7 日 わくわく教室（10：00～15：00）
8 月 休館日
9 火○
10 水
11 木○
12 金○
13 土 休館日
14 日 休館日
15 月 休館日
16 火○
17 水 シルバーコーラス(10:00～11:30)
18 木○ 自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ(10:00～13:00)
19 金○

運営委員会（15：30～）
Jまちカフェコンサート（11:00～15:00)
第2回One Day Market（10：00～14：00）
ふれあい自遊塾（9：00～12：00）[南４区公民館]
中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

21 日 作品展説明会（10：00～）芸能祭説明会（11：00～）
22 月 休館日
23 火○
24 水
25 木○
26 金○ 健康づくり運動教室（13：30～15：00）
27 土
28 日 生ごみ堆肥化フォロー講座(10:00～)
29 月 休館日
30 火○
31 水
      ◯印は資源物受け入れ実施日です　
 　火・木・金の週３回です。時間：１０時～１７時
　   《受け入れ５品目》
　  　①飲食物の缶（アルミ・スチール）
    　②プラスチック容器・包装
    　③白色トレイ
    　④ペットボトル
    　⑤紙パック
　      　お間違えのないように！！

6 土

20 土

コミセンからの

【募集期間】８月２日（火）～８月１９日（金）

【出店資格】地域住民・地元商工会を優先します。

【出 店 料】１，０００円/１ブース（１ブースはテント半分）

＊電源をご利用の方は、別途電気使用料金として

５００円いただきます。（1ブースにつき）

【出店条件】食品を扱う店に関しては、臨時営業許可が必要。

＊出店者各自で申請願います。

【申 込 先】コミセン窓口に申込書があります。（電話での受付は不可）

＊先着順ではありません。

＊申込みを提出されても出店を確約するものではありません。

【問い合わせ先】自由ヶ丘コミセン ☎３２－５５９４

＊お問い合わせは９：００～１７：００にお願いします。

自由ヶ丘文化まつり
出店募集！！

屋台１２店 フリーマーケット８店

今年は
１０/２２（土）
開催です

コミセンへのお問い合わせ・お申し込みは、

火～日曜日の９時～１７時にお願いします。

☎３２－５５９４ FAX３５－３２５０

メール：jiyuugaoka-cc@oboe.ocn.ne.jp

サマーコンサート＆One Day Market
《主催》Jまちカフェ

美味しいコーヒーを飲みながら、若さあふれる

教育大生の演奏とコーラスを楽しみませんか？

ステキな手作り作品のワンデーマーケット

も同時開催！！

【日 時】８月２０日（土）

One Day Market １０：００～１４：００

コンサート（１回目）１１：００～

（２回目）１３：００～

参加費 ２００円（コーヒー付）

自由の森遊歩道で遊ぼう！体験学習塾
《主催》自由の森遊歩道を守る会

～冒険 と ネイチャーゲーム～

【日 時】8月23日（火）8時50分受付開始

【集合場所】福岡黙想の家「ザビエル聖堂」駐車場

【活動場所】自由の森遊歩道全域（9：00～12：00）

＜注意事項＞

１．服装は長袖・長ズボン ３．水筒持参

２．帽子をかぶる事 ４．雨天時 中止

【問い合わせ先】 自由の森遊歩道を守る会

森下 正治 ☎090-4985-9678

各区会夏まつりの日程
第１区会 ８月 ６日（土） アメニス公園

（18:00～20:00）

第３区会 ８月１４日（日） ９号公園

（18:30～21:00）

南第１・２区会 ８月 ６日（土） １３号公園

（17:30～20:30）

青葉台第１・２区会 ８月２０日（土） 青葉台中央公園
（16:40～20:10）

創作ダンス「翼」
【日 時】８月７日（日）16:30開場 17:00開演

【場 所】ふれあいの森 見晴らしの丘

＊入場無料

風と踊ろうは毎年、神社や浜辺、色んなところで
野外舞台を行っています。子ども達は五感をオー
プンにし、自然のエネルギーをいっぱいもらって、
感性豊かにたくましく成長しています。３歳から
５０代までが踊る、楽しくて美しい、心のこもっ
た創作ダンスをぜひ観にいらしてください。

（随時生徒募集中です！！）

問合せ 風と踊ろう 090-1920-4554（大塚）
ホームページ http://www.kazetoodorou.com/

コミセン休館日
燃やすごみ収集休み

８月１３日（土）
～１５日（月）

わくわく教室 開催！！
《主催》青少年育成部会

ワクワク・ドキドキで

夏休みをたのしもう！
＜午前＞地域交流体験

（ビーズ教室・スライム作りなど）

＜午後＞学ぶわくわく教室

①環境講座

②電気自動車製作

＊②については事前の申込が必要です。

（参加費３００円）

【日 時】８月７日（日）10:00～15:00

【場 所】自由ヶ丘コミセン

【対象者】小・中学生

【参加費】無 料

【問い合わせ先】

自由ヶ丘コミセン

☎３２－５５９４

昼食は、毎年大好評

のカレーをふるまい

ます！

絆の会・定期コンサート

情 絆 in MUNAKATA
【日 時】８月２７日（土）

18：00 開場 18：30 開演

【場 所】自由ヶ丘コミセン

【会 費】２，０００円（ケーキセット付き）

チーム 木村厚太郎(むなかた第九合唱団指揮者）

～情熱の一撃～ 渾身の夏パフォーマンス！！

たくさんのご参加をおまちしています。

【申込み・問合せ】３３－０７６６（塩田）

絵本コーナーに新しい本が入りました
★得田文久の昆虫シリーズ

・かまきり ・はち ・カブトムシ

★三浦太郎の赤ちゃん絵本

・わたしの ・あーあー

新刊のご案内

貸し出しもできますよ～
「希望荘」 宮部 みゆき

「私の消滅」 中村 文則

「モンローが死んだ日」

小池 真理子

公
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ふれあい自遊塾においでよ！！
《主催》ふれあい自遊塾の会

【日時】８月２0日（土） （９：００～１２：００）

【場所】自由ヶ丘南４丁目公民館

＊自由学習 ＊外遊び ＊遊歩道の散歩

【持参するもの】

水筒・タオル・帽子・筆記用具・宿題など

★小学生対象

★事前申し込み、参加費は不要

【問い合わせ先】ふれあい自遊塾の会

会長 中島田 純一 ☎080-5245-1381

むなかた

第九合唱団

会員募集中

です！！


