
日 曜 午前 午後 夜
1 日

あそぼ！サークル  ㋝【麻ひもバッグの編み物教室④】 やよいがおかリズムダンスクラブ 
弥生が丘地区交通対策協議会（定例会） 弥生が丘懐しの歌の会 

3 火 休館（祝日🎌 文化の日）

A!FLOW（キッズダンス）

はじめての韓国語レッスンサークル☆

A!FLOWイズム（キッズダンス）

グレン先生のキッズ英会話サークル 

㋝【はじめてのパステルアート教室】 😊【書き方教室（３年生）】

社会福祉法人 若楠 （ ペアレント・プログラム研修） ハッピーヨーガ

韓国語レッスンサークル☆

㋝【歴史教室ヒストリア～やよい～②】

鳥栖ハーモニーキャッツ

8 日 東部農林事務所

やよいがおかリズムダンスクラブ 

弥生が丘小学校 合唱部 
社会福祉法人

若楠（産前産後子育て支援事業）  とす市スポーツ振興課（若さはつらつ 太極拳） Bailar☆Z（ZUMBA） 

きもの着付研究会ゆり  とす市
社会福祉課（シエンひろば） 小・中こども英語サークル 

A!FLOW（キッズダンス）

😊【生け花教室】 さわやか3Bクラブ 

はじめての韓国語レッスンサークル☆

㋝【音楽で楽しく健康づくり♪②】 A!FLOWイズム（キッズダンス）

朗読ボランティアすみれ グレン先生のキッズ英会話サークル 
弥生が丘地区民生委員児童委員協議会（定例会） 😊【書き方教室（１,２年生）】

ひだまりの会（大人の小筆）  弥生が丘地区民生委員児童委員協議会（研修会） ★こども英語サークル★ 

ハッピーヨーガ

😊【ミニテニス教室】

鳥栖ハーモニーキャッツ 

15 日

やよいがおかリズムダンスクラブ 

弥生が丘小学校 合唱部 

鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室）  Bailar☆Z（ZUMBA） 
とす市生涯学習課（移動図書館📖） 小・中こども英語サークル 

とす市社会福祉課（ふまねっと運動) A!FLOW(キッズダンス）
とす市

総務課（嘱託員会） 弥生が丘懐しの歌の会 さわやか3Bクラブ 

なごみの会 はじめての韓国語レッスンサークル☆
花つぼみ（いけばな） 
A!FLOWイズム（キッズダンス）
グレン先生のキッズ英会話サークル 

社会福祉法人 若楠 （ ペアレント・プログラム研修）

韓国語レッスンサークル☆ ハッピーヨーガ
ひだまりの会（大人の小筆）
弥生が丘地区まちづくり推進協議会 
　　（ほんごう大池スケッチ大会） 
鳥栖ハーモニーキャッツ　

22 日

23 月 休館（祝日🎌 勤労感謝の日）

Bailar☆Z（ZUMBA） 
小・中こども英語サークル 
A!FLOW(キッズダンス）
さわやか3Bクラブ
はじめての韓国語レッスンサークル☆
花つぼみ（いけばな） 

㋝【はじめてのパステルアート教室】
弥生が丘地区社会福祉協議会（ふれあい会 今町・東区）

😊【ミニテニス教室】
鳥栖ハーモニーキャッツ 弥生が丘小学校 合唱部 

※雨天予備日 まち協（ほんごう池スケッチ大会）

29 日

やよいがおかリズムダンスクラブ 

弥生が丘小学校 合唱部 

2 月

4 水 とす市社会福祉課（ふまねっと運動)

R．カトウ体操運動部

6 金

7 土 弥生が丘小学校 合唱部 

5 木 ヨガサークルいっぽ 

弥生が丘南区子ども会

9 月 弥生が丘地区
まちづくり推進協議会（役員会） 

10 火

11 水

14 土

12 木 ヨガサークルいっぽ 

13 金

R．カトウ体操運動部 

16 月 茶花教室

17 火 とす市
花とみどりの推進協議会（園芸教室）

24 火 スクラップブッキングサークル 

18 水

19 木 ヨガサークルいっぽ 

20 金

21 土 弥生が丘小学校 合唱部 

😊【書き方教室（４,５,６年生）】 ★こども英語サークル★ 

28 土

25 水 なごみの会 鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室） 

26 木 朗読ボランティアすみれ

30 月

27 金 弥生が丘地区社会福祉協議会（ふれあい会 柚比町･中央区･南区）

11月は、「子ども・若者育成支援強調月間」です。
現代社会は、少年による凶悪事件やいじめ問題、児童虐待、違法・有害な情報の氾濫などが多く見られます。
子どもや若者を取り巻く社会環境について、一人一人の大人が自分自身の問題として捉えましょう。 鳥栖市青少年育成市民会議

😊マーク：子どもチャレンジ弥生が丘
㋝マーク：センター主催講座

弥生が丘まちづくり推進センター
鳥栖市弥生が丘２丁目１４６番地３

TEL/FAX 0942-55-8633

弥生が丘まちづくり推進センター行事予定表（１１月分）

令和２年１０月１５日受付分まで
※予定が変更になることもあります。

※記載がなくてもご利用がある場合があります。

弥生が丘だより



講座名 実施日 時間 担当課・☎電話番号

4日（水）

18日（水）

シエンひろば  10日（火） 13：00 ～15：00

  移動図書館 📖 17日（火） 14：30 ～16：00 生涯学習課85-3694

園芸教室  17日（火） 19：30 ～11：30
花とみどりの推進協議会

85-3603

ふまねっと運動 10：30 ～12：00 社会福祉課

85-3554

若さはつらつ
(しなやか太極拳)

13：30 ～15：00
スポーツ振興課

85-3522
 10日（火）

＼何か初めてみませんか？！楽しい講座が盛りだくさん❕／

✿主催講座等のお知らせ✿

【お問合せ・お申込み先】

弥生が丘まちづくり推進センター

☎ 0942-55-8633（9時～17時日祝除く）
※定員になり次第しめ切ります※状況により、中止・変更になる場合があります。

日時：12月14日（月） 10：00 ～・ 11：00 ～
15日（火） 13：00 ～・ 14：00 ～

講師：シニア情報生活アドバイザー佐賀
定員：各3人（時間予約制） ☎ 申し込み
参加費：無料

🖥 ＊パソコン・スマホ・タブレット＊
お困りごと相談会（個別相談1時間程度）

日時：12月８日（火） 10：00 ～ 12：00
講師：石橋 亨見さん（萬歳寺住職）
定員：15人 ☎ 申し込み
参加費：無料

✏ 人権学習会と坐禅体験（センターで開催）

※ 詳細は、それぞれの担当課にお問い合わせください。

日時：1２月1日・ ８日
いずれも(火)13：30～ 15：30

講師：今泉 展代さん（七宝焼サークル）
定員：各5人 ☎ 申し込み
参加費：1回1000円（材料費）
準備するもの：タオル

🎁 七宝焼教室

🏀 誰でも楽しくできるガンバルーン体操
日時：12月18日（金） 10：00 ～ 12：00
講師：山岡 弘美さん（ガンバルーン体操指導士）
定員：20人 ☎ 申し込み
参加費：無料
準備するもの：タオル・飲み物・室内履き
＊動きやすい服装でご参加ください

日時：11月12日（木）14：00 ～ 15：30
講師：熊谷 まゆ美さん（メモリー・ケア）
定員：20人 ☎ 申し込み
参加費：無料
準備するもの：タオル・飲み物・筆記用具

🎵 音楽で楽しく健康づくり♪

✏ 歴史教室ヒストリア～やよい～
「弥生が丘史跡散歩」（まち歩き）

～安永田遺跡・ヒャーガンサン古墳(内覧)～
日時：11月7日（土）9：30 ～ 12：00
＊少雨決行！荒天の場合センターでの座学となります

講師：藤瀬 禎博さん（鳥栖郷土研究会）
定員：20人 ☎ 申し込み
参加費：無料
準備するもの：タオル・飲み物・筆記用具

日時：11月6日(金)･26日(木) 10：00 ～ 12：00
（両日とも同じ作品を作ります）

講師：谷口 智美さん
（パステル和アートインストラクター）
定員：各6人 ☎ 申し込み
参加費：500円（材料費）
準備するもの：タオル・エプロン

🎁 はじめてのパステルアート教室

月
の
鳥
栖
市
主
催
事
業

11

日時：1２月2日（水） 10：00 ～ 12：00
講師：銭盛 月美さん
定員：6人 ☎ 申し込み
参加費：500円（材料費）
準備するもの：はさみ・筆記用具

🎁 簡単！食卓を彩る箸袋作り

日時：12月11日（金）10：00 ～ 11：30
講師：大久保 浩子さん
定員：5人 ☎ 申し込み
参加費：無料
準備するもの：筆ペン

✏ 暮らしに役立つ 筆ペン教室

😊子どもチャレンジ😊弥生が丘 （11月）
※ 受付は、終了しています。

美しい文字を書くための

ポイントを丁寧に

教えてくださいます！

ほんわかしたやさしい絵を

描いてみませんか？
お正月やハレの日を

手作り箸袋で素敵に

演出しませんか？

教室名 開催日   時間

書き方教室（1,2年生） 13日（金）

書き方教室（3年生） 6日（金）

書き方教室（4,5,6年生） 27日（金）

生け花教室 11日（水）  下校時～ ４０分程度

ミニテニス教室 14日（土）

　※弥生が丘小学校体育館  　28日（土）

 下校時～ ３０分程度

  9：30  ～ 11：30

「人と人とのつながり」を

テーマにお話しします。

講座等に参加される
際は、十分な感染予防
対策をお願い致します。

・体調に不安がある場合は、
来館をお控えください。

・センター内では
マスクの着用を
お願いします。

オリジナルアクセサリーを

作ります❕

～作品例～

ほんごう大池スケッチ大会

11/21（土）9:30 センター集合
（雨天時は、11/28に延期）

対象：小学生 定員：30人
画材・画板・敷物等はご持参下さい

※申込書は小学校で配布します


