
1 月 休館日
2 火○臨時休館日
3 水
4 木○
5 金○
6 土
7 日
8 月 休館日
9 火○自由ヶ丘地区あいさつ運動(7:20～8:00)
10 水
11 木○いきいき健康教室(14:00～15:30)

自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ（10：00～12：00）[自中]

健康づくり運動教室（13：30～15：00）
13 土 ふれあい自遊塾（9：00～12：00）[南４区公民館]

14 日 29年度定例総会（10：00～12：00）
15 月 休館日
16火○放課後プレーパーク(15:00～17:00)[11号公園］

17 水 シルバーコーラス(10:00～11:30)
自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ(10:00～12:00)
心配ごと相談（10：00～15：00）

19 金○
Jまちカフェ（11:00～15:00)
自中体育祭

21日
22 月 休館日
23火○
24 水 三役会(13:30～)
25 木○男性料理教室
26金○健康づくり運動教室（13：30～15：00）

役員会(15:30～)
自小・南小運動会

28日 みんな集まれ！遊びの広場（13：30～16：30）
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：10:00～17:00
　   《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！！

20 土

27 土

12 金○

18 木○

井上ピアノ教室
☆初めてきた方受講1回無料☆

レッスン内容はご相談して決めましょう。

楽しみに待っています。

【日時】５月7日・14日・28日（日）

13:00～17:00

【会場】自由ヶ丘コミセン

カルチャールームＡ

【定員】25人

【問い合わせ先】☎090-9606-7377

井上 都世子

コミセンからの
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

地域・学校・ＰＴＡが協働して「あいさつ運動」を下

記の日程で開催します。あいさつは子どものみならず

大人にとってもふれあいの一歩で、地域の防犯や見守

りにもつながります。ご参加いただける方はご都合の

良い場所であいさつ・見守りをお願いします。

【日 時】基本毎月第1火曜日 7:20～8:00

５/９ ６/６ ７/４ ９/５ 10/３

11/７ 12/５ １/16 ２/６ ３/６

【主な実施場所】

2丁目西銀前 3丁目サニー前 ガソリンスタンド前

コミセン東側交差点 自由ヶ丘11丁目交差点

元禄寿司前 青葉台東口交差点 青葉台交差点

＊場所によって子ども達の通過時間が違うと

思いますので臨機応変に対応してください。

宗像市住民健診・献血のご案内
①献血 ６月６日(火) 2月13日(火)
②健診 ６月５日(月) 10月２日(月)
③生活習慣病予防教室

10月６日(金)２０日(金)11月10日(金)
場所：自由ヶ丘コミセン

※②③は事前に申込みが必要です。
【問い合わせ先】

宗像市健康課 ☎３６－１１８７

第1回 いきいき健康教室
《主催》ヘルス推進員

～開講式 健康レクササイズ～

【日時】５月11日（木）

14:00～15:30（受付:13:３0～）

【講師】松田 由美子

【場所】自由ヶ丘コミセン

【持参するもの】

水筒・タオル・上靴・動きやすい服装・筆記用具

【参加費】無料

【問い合わせ先】自由ヶ丘コミセン ☎ 32-5594

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】５月１３日(土) 9:00～12:00

【場所】 自由ヶ丘南４丁目公民館

＊自由学習 ＊グラウンドゴルフ

【持参するもの】

水筒・タオル・筆記用具・宿題など

★小学生対象

★事前申し込み、参加料は不要

【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

「自由ヶ丘地区あいさつ運動」が始まります

男性のための料理教室
～生活習慣病予防の調理～

《主催》食進会 自由ヶ丘支部

【日時】６月７日(水) ９:３0～1３:０0 （試食）

【場所】 自由ヶ丘コミセン 調理室

【メニュー】簡単にできる食事作り

【持参品】エプロン・三角巾

ふきん・筆記用具

【参加費】1人 ２００円（当日 受付時）

【定 員】２５人

【申し込み先】自由ヶ丘コミセン ☎ 32-5594

【締切日】 ５月３０日（火）

＊食事作りに困ったり、食事作りに関心をもたれている男性

のみなさんと一緒に初歩的な料理を作ります。どうぞ誘い

合って、多数ご参加ください。（現在、自立のための男性

料理教室に加入の方はご遠慮ください）

《主催》青少年育成部会

今年も、自由ヶ丘中学校の体育館で、中学生・高校生の居場所づ

くり事業を開催します。ちょっと体を動かしたいと思っている

中学生・高校生のみなさん、中学校の体育館で楽しくスポーツを

しましょう！

【開放日時】毎月 第２・４土曜日 19:30～21:30

※6月から開催します。

【場所】 自由ヶ丘中学校 体育館

＊バスケットボール、バレーボールは準備しています。

（注意事項）

・体育館シューズを必ず持ってきてください。

・学校行事などで体育館を使えないときがあります。お知らせの

カレンダー欄（右記）で確認をしてください。

・夜の開催なので、必ず保護者に許可をもらってください。

中高生の居場所づくり

自由ヶ丘太鼓
《まちづくり部門》

現在、小学生～大人までのメンバー
16人で活動しています。経験者も
未経験者もどなたでも興味のある
方は見学に！！

【日時】第1・３土曜日 17:00～19:00

【講師】河野純弥 河野仁美

【定員】2０人（現在16人）

【問い合わせ先】

☎090－1197－9444

（河野）

毎月開催中♪フリマをはじめ、

ハンドメイド作品・ワークショップ

あり。ぜひ、ご来場ください！

【日時】 ５月7日（日）

10:00～15:00

【会場】自由ヶ丘コミセン

ホールＢ

【主催】トータルビューティサロンシュシュ

【問い合わせ先】☎32-7737（岡本）

シュシュフリーマーケット

2ヶ月に1回コミセンのホールを自由に遊べるスペー

スとして開放します。おしゃべりもよし！スポーツ

もよし！お友達と誘い合って来てね！

【日時】5月28日（日） 13:30～16:30

【場所】自由ヶ丘コミセン ホール

【対象】小・中・高校生（未就学児は保護者同伴）

＊卓球・ニュースポーツなどを用意しています。

みんな集まれ！遊びの広場♪

♪一緒に歌いませんか？♪
～シルバーコーラス・コールリフレーン～

《健康福祉部会》

懐かしい童謡・唱歌などを楽しく歌って

います。また、有志による合唱を土曜日

に練習して宗像市の音楽祭などに出演し

ています。“声を出すのはとっても健康に

いいんだよ”特に男性の入会、熱烈歓迎！

【日時】毎月第３水曜日 10:00～11:30

土曜日 (有志練習)10:00～12:00

【参加費】１回２００円

【問い合わせ先】☎090-3799-3365

吉野 美智子

香音[女声コーラス]
か の ん

一緒にコーラスしませんか？

とにかく練習が楽しいのです。本番の

「真夏のコンサート」では弦楽アンサン

ブルと一緒に楽しく・気楽に・のびのびと

【日時】 毎月 第２・４ 木曜日

19:00～21:00

【指導】 川﨑 美香

【月謝】 2,000円（会場費含む）

【問い合わせ先】

☎090-8415-1300（山本）

生
徒
募
集
中

お
問
い
合
わ
せ
は
各
サ
ー
ク
ル
へ

休館のお知らせ

保守点検及び館内清掃のため
下記のとおり休館いたします。

４月３０日（日）
～５月２日（火）


