
  

  

行事名 日時 内容 申込開始日 

ふるさとまつり 

 

3 日（日）9:00～ 児童センターの図書室にて、鉄道模型の掲示☆ 

午後からは児童センターにて工作教室＆自由遊び！ 

オープン広場では、児童センターのお友達が音楽に

合わせて、一輪車演技を披露！バルーンアートもあ

りますよ☆ 

申込みなし 

一輪車検定 ９日（土）14:00～ 

13 日（水）16:00～ 

一輪車に乗れるお友達は検定を受けて、認定証をも

らおう☆ 

申込みなし 

ドッジボールの日 16 日（土）14:00～ 

27 日（水）16:00～ 

ドッジボールの試合をします。 申込みなし 

作ろうＤＡＹ 18 日（月）～22 日（金） 

 16:00～ 

勤労感謝の日のプレゼントを作ります。 

日頃からお世話になっている方々に届けます♡ 

製作のお手伝いをしてくれたお友達にもおうちの方

へのプレゼントを作ることが出来ますよ♪ 

申込みなし 

レッツ！チャレンジ 25 日（月）16:00～ 脳トレ「アートロジック」にチャレンジ☆ 申込みなし 

エコキャップ活動 30 日（土）14:00～ ペットボトルのキャップをゲーム感覚で楽しみなが

ら、仕分けをします。 

申込みなし 

特別開館 

「ぴよぴよ広場」 

 

毎週火・木曜日 

10:00～18:30 

乳幼児親子対象☆ 

昼食をとることもできます！ 

木曜日は簡単な工作をしたり、読み聞かせもしてい

ます♪ 

申込みなし 

バトミントンを楽しむ会 毎週木曜日 

16:00～17:00 

バトミントンの基本から練習します。 

 

登録メンバー 

 

※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター    ☎☎☎☎３９－５３６６まで３９－５３６６まで３９－５３６６まで３９－５３６６まで    

今月のイベント！今月のイベント！今月のイベント！今月のイベント！    

✿市内に居住する小学生および乳幼

児（乳幼児は保護者同伴）対象の「遊び

場」です。利用料無料利用料無料利用料無料利用料無料！！！！    
 

児童センターの利用時間について児童センターの利用時間について児童センターの利用時間について児童センターの利用時間について    
        

児童センターでは学校の生活指導にあわせて、17 時までに家に帰るように指導しています。 

 ※保護者のお迎えがある児童は、18 時 30 分まで利用できます。 

 

羽ばた羽ばた羽ばた羽ばたけ児童センターまつりけ児童センターまつりけ児童センターまつりけ児童センターまつり    
日時：1１月１７日（日） 10:00～15:00 

場所：広田児童センター及び広田地区公民館 

             

幼児や小学生向けの楽しい遊びがもりだくさん！ 

工作コーナー、ゲームコーナー、軽食販売もあります。 

             （軽食販売以外は無料） 

    ヤギさん、モルモットくんがやって来る！ 

わくわく抽選会 

もあるよ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

【広田地区公民館定期使用団体からの出演・出展】 
★出演団体名★ ☆ジャンル☆ ☆出展団体名☆ ☆ジャンル☆ 

シニアエアロビック広田 エアロビクス ザ・陶芸 陶芸 

ヒッポファミリークラブ佐世保 異文化交流 どろんこクラブ 陶芸 

ウクレレファンクラブ ウクレレ演奏 トールペイント薔薇工房 トールペイント 

東部スポーツクラブきずな太極拳① 太極拳 ヒッポファミリークラブ佐世保 異文化交流（ﾊﾟﾈﾙ） 

民踊愛好会 民踊 広田透明水彩画教室 水彩画 

アロハ・フラ・ひろた フラダンス 日本画教室 萠会 日本画 

コーロ・シエロ コーラス 書道 2 書道 

東部スポーツクラブきずな太極拳② 太極拳 生け花教室 萠松会 生け花 

山口 憲治（カラオケ 1） カラオケ   

ひまわりフォークダンス フォークダンス   

カラオケ 2 カラオケ   

リズムダンスエンジェルズ ダンス   

フレンズ健康体操広田教室 健康体操   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

広田地区公民館だより広田地区公民館だより広田地区公民館だより広田地区公民館だより    
    

第第第第 235235235235 号号号号    令令令令和和和和元年元年元年元年 11111111 月号月号月号月号    

����    ３９３９３９３９－－－－２７３７２７３７２７３７２７３７    

3 日 文化の日 

4 日 振替休日 

23 日 勤労感謝の日 

     焼きたてのパンの香ばしい匂いは、幸せな気持ちになりますよね。家族みんなを笑顔に

する幸せのパンを作りたいと参加者 10 人が集まり、手ごねパン教室を開催しました。 

手ごねパンと聞くと難しく、失敗しそうに思われがちですが、先生の丁寧なご指導のお 

かげで、参加者全員が大満足の柔らかいふわふわなパンを作ることができました。 

心のこもった手ごねパンで、皆さんのご家庭の食卓も笑顔でいっぱいになることでしょう。 

 今年も１１／３（祝）に広田ふるさと祭りが開催されます！ 

地域の団体はもちろんのこと、広田地区公民館定期使用団体からも出演、出展し、日頃の活動の成果を

発表しますよ。バラエティに富んだ内容でお待ちしておりますので、ご家族そろってお越し下さい。 

主催主催主催主催：：：：広田地区自治協議会広田地区自治協議会広田地区自治協議会広田地区自治協議会    

協賛協賛協賛協賛：：：：広田地区公民館広田地区公民館広田地区公民館広田地区公民館    

※地域団体による出演・出展等に関しては広田地区自治 

協議会発行のプログラムをご覧下さい。 

広田ふるさと祭りは、発表の場であると同時に出

会いの場でもあります。公民館定期使用団体に興味

がある方はぜひ、広田ふるさと祭りの演芸や展示品

をご覧になって下さい！！活動してみたいと思う団

体に出会えるかもしれませんよ。定期使用団体一覧

表も公民館窓口にあります。お気軽にお尋ね下さい。

一歩踏み出した先にはきっと素敵な出会いが待って

いますよ。広田地区公民館は地域の皆さんの生涯学

習活動を応援しています。 
 

【安武パン教室協力】 



 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆広田地区 11 月の主な行事◆ 
〈〈〈〈移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館「「「「はまゆうはまゆうはまゆうはまゆう号号号号」〉」〉」〉」〉            

◎水曜日コース 20 日 広田公園 10：30～10：55     

◎土曜日コース 2 日・30 日 崎岡団地 10：30～11：00 

<<<<地区関係団体地区関係団体地区関係団体地区関係団体>>>>    

15 日（金）広田地区民生委員児童委員協議会 

定例会（洋室 13:30～） 

<<<<そのそのそのその他他他他>>>>    

20 日（水）ママたっち広田（和室 9:30～11:30）  

【予約日】19 日（火） 【受付】広田地区公民館  

   ☎３９－２７３７ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日時】【日時】【日時】【日時】11111111／／／／12121212（（（（火火火火））））9999：：：：30303030～～～～【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館            

【コース】広田地区公民館～【コース】広田地区公民館～【コース】広田地区公民館～【コース】広田地区公民館～下下下下の原ダム堰堤横断の原ダム堰堤横断の原ダム堰堤横断の原ダム堰堤横断～～～～三川内山三川内山三川内山三川内山公園公園公園公園

～～～～下下下下の原遊歩道の原遊歩道の原遊歩道の原遊歩道（往復（往復（往復（往復 10.510.510.510.5ｋｍｋｍｋｍｋｍ））））    

【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課        

☎☎☎☎24242424----1111111111111111（内線（内線（内線（内線 5534553455345534））））    

<<<<広田中学校広田中学校広田中学校広田中学校>>>>    

1 日（金）職場体験学習（2 年）、 

1 日（金）～8 日（金）三者面談（3 年） 

8 日（金）歯科保健講話（1 年） 

9 日（土）テスト前部活動停止 

12 日（火）佐世保市中学校音楽発表会 

（アルカスＳＡＳＥＢＯ） 

14 日（木）～15 日（金）第 3 回定期テスト 

15 日（金）後期始業式、実力テスト（3 年） 

17 日（日）家庭の日・ノー部活デー 

18 日（月）薬物乱用防止教室（3 年） 

19 日（火）ふるさと歴史発見（1 年） 

      性教育セミナー（2 年） 

22 日（金）生徒会役員選挙 

27 日（水）特別支援学級交流運動会 

28 日（木）授業参観・懇談会 

29 日（金）歯科検診（2 年） 

<<<<広田小学校広田小学校広田小学校広田小学校>>>>    

1 日（金）授業参観・親子レク（3 年） 

6 日（水）遠足（花高山公園/1 年） 

7 日（木）スクールコンサート（1～5 年）         

12 日（火）親子ブラッシング、親子レク（1 年、１年ひまわり・こすもす） 

13 日（水）薬物乱用防止教室（6 年） 

14 日（木）学校保健委員会 

19 日（火）授業参観（さつまいもの調理 2-1、2-2） 

       授業参観・親子レク（5 年、5 年ひまわり・たんぽぽ・こすもす） 

20 日（水）授業参観（さつまいもの調理 2-3） 

       広田子ども広場 

21 日（木）授業参観（さつまいもの調理 2-4、2 年こすもす） 

22 日（金）授業参観（さつまいもの調理 2-5） 

26 日（火）授業参観・親子レク（6 年、6 年ひまわり・こすもす） 

       歯科検診（1～5 年） 

29 日（金）授業参観・懇談会（4 年） 

広田地区運動普及推進員の豊村 

宏です。 

私の健康の秘訣は歩くことで

す！毎日 1 万歩を目指して歩いて

います。 

私の楽しみは月に 1 度のこの

「「「「健康健康健康健康ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング」」」」と第

1・3 火曜日にリーダーの中村さん

と行っている「脳トレ「脳トレ「脳トレ「脳トレ散歩散歩散歩散歩会」会」会」会」
です。9：30 よりエレナ広田店裏

の早岐瀬戸遊歩道を脳トレをしな

がら散歩をしています。健康作り

の為、認知症防止の為、友達作りの

為に楽しい「脳トレ散歩会」に皆さ

んも参加してみませんか？ 

 

今回の参加者は 52 名でした。 

次回は、弁当持参弁当持参弁当持参弁当持参のウォーキングです。 

忘れずに持ってきて下さいね！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

〇令和元年〇令和元年〇令和元年〇令和元年「「「「人材育成講演会人材育成講演会人材育成講演会人材育成講演会」」」」開催開催開催開催しましたしましたしましたしました    

    ・9 月 28 日 午後 7時～ 広田地区公民館 ２階 講堂において開催しました。 

「「「「長崎国際大学副学長長崎国際大学副学長長崎国際大学副学長長崎国際大学副学長    木村木村木村木村    勝彦先生勝彦先生勝彦先生勝彦先生」」」」を迎え「地域づくり・・・人づくり」について講 

    演をいただき、講演終了後には、ピアノとベースのコンサートで、有意義な秋の夜の一時を 

 過ごしました。１０２名の方々が参加していただきました。 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

〇〇〇〇    視察研修視察研修視察研修視察研修（（（（熊本熊本熊本熊本））））    

            秋晴れの 10 月 5 日（土）、熊本城、金栗四三資料館、西南戦争資料館を巡る視察研修 

   を実施しました。大型バス 2台（８２名参加）の方々に参加していただきました。 

                      

    

＜＜＜＜＜＜＜＜地区内地区内地区内地区内のののの主主主主なななな行事行事行事行事＞＞＞＞＞＞＞＞    

10 月 27 日（日） 早岐地区戦没者追悼式 10 時 30 分開式 住吉公園 

10 月 27 日（日） ふるさと史跡めぐり      9 時～ 広田中学校 

  11 月 3 日（日） 広田ふるさと祭り       9 時～ 広田地区公民館 

       皆様皆様皆様皆様のののの参加参加参加参加おおおお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています！！！！！！！！！！！！        

自治協だより 
１１月号 

 

広田地区自治協議会 

秋霖（しゅうりん）とは、秋の長雨のことで、季節の変

わり目、一雨ごとに秋がふかまってまいります。 

まもなく「読書週間」です。昭和 22 年「読書の力によ

って平和な文化国家を創ろう」と始まりました。 

本は人生にとって大切なことや、深く考える道を教え

てくれます。本との出会いを大事にお過ごしいただけ

ればと思います。 

台風 19 号は関東、東北地方に甚大な被害をもたら

しました。犠牲になられた方々のご冥福と 1 日も早い

復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 


