
日 曜 午前 午後 夜
弥生が丘地区交通対策協議会（定例会） ㋝【七宝焼教室①】
社会福祉法人若楠（産前産後子育て支援事業）  鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室） 

㋝【簡単！食卓を彩る箸袋作り】 A!FLOW（キッズダンス）
とす市

社会福祉課（ふまねっと運動） とす市社会福祉課（ﾛｺﾓｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教室） はじめての韓国語レッスンサークル☆
とす市生涯学習課（移動図書館📖）

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 
弥生が丘地区社会福祉協議会（役員会）  😊【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☆

😊【七宝焼のキーホルダー作り教室Ａ】

鳥栖ハーモニーキャッツ

6 日
弥生が丘地区まちづくり推進協議会（役員会） 

あそぼ！サークル 

㋝【人権学習会と坐禅体験】 ㋝【七宝焼教室②】 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）

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） 

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【暮らしに役立つ筆ペン教室】 😊【書き方教室（１,２年生）】

社会福祉法人若楠（産前産後子育て支援事業） 弥生が丘地区民生委員児童委員協議会（定例会）

ハッピーヨーガ

😊【ミニテニス教室】

フラスタジオ・ラウレア 

鳥栖ハーモニーキャッツ

13 日 弥生が丘小学校 合唱部

14 月 ㋝【パソコン・スマホ・タブレットお困りごと相談会】 やよいがおかリズムダンスクラブ 
とす市花とみどりの推進協議会（園芸教室） ㋝【パソコン・スマホ・タブレットお困りごと相談会】 Bailar☆Z（ZUMBA） 

スクラップブッキングサークル  鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室）  小・中こども英語サークル 

😊【生け花教室】 A!FLOW(キッズダンス）
とす市

社会福祉課（ふまねっと運動） とす市社会福祉課（ﾛｺﾓｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教室） さわやか3Bクラブ 

弥生が丘懐しの歌の会 はじめての韓国語レッスンサークル☆

㋝【縄飾り作り教室】

ヨガサークルいっぽ 

㋝【誰でも楽しくできるガンバルーン体操②】
とす市

総務課（嘱託員会） 😊【書き方教室（４,５,６年生）】

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）

19 土 😊【パステルアート教室Ａ・Ｂ】

鳥栖ハーモニーキャッツ　

20 日 東部農林事務所

21 月 やよいがおかリズムダンスクラブ 

茶花教室 Bailar☆Z（ZUMBA） 

鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室）  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

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 

😊【体つくり運動教室①】

ひだまりの会（大人の小筆） 

26 土

27 日

28 月

29 火 休館

30 水 休館

31 木 休館

25 金 ハッピーヨーガ ★こども英語サークル★ 

😊【七宝焼のキーホルダー作り教室Ｂ】

23 水 なごみの会 とす市社会福祉課（ﾛｺﾓｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教室）

24 木

18 金 ★こども英語サークル★ 

😊【パステルアート教室Ｃ】

22 火

16 水

17 木 A!FLOWイズム（キッズダンス）

11 金 ★こども英語サークル★ 

12 土

15 火

10 木 ヨガサークルいっぽ  朗読ボランティアすみれ

R．カトウ体操運動部 

やよいがおかリズムダンスクラブ 

8 火

9 水 なごみの会 とす市社会福祉課（ﾛｺﾓｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教室）

5 土

7 月 弥生が丘懐しの歌の会

Bailar☆Z（ZUMBA） 

2 水

4 金 ★こども英語サークル★

3 木 ヨガサークルいっぽ  R．カトウ体操運動部

1 火

😊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（１２月分）

令和２年１１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

今年もご協力ありがとうございました。よいお年をお迎えください。

１２月４日～１０日は「人権週間」です。みんなで築こう人権の世紀 ～考えよう相手の気持ち未来へつなげよう違いを認め合う心～

「人権週間」の期間中に市立図書館で人権啓発パネル展を行います。市内小中学校の児童・生徒から募集した「人と人とを結ぶ思い
やり標語」の入賞・入選作品も併せて展示しますのでぜひご観覧ください。詳しくは生涯学習課（☎８５－３５２１）へ



講座名 実施日 時間 担当課・☎電話番号

ふまねっと運動 2日・16日（水） 10：30 ～12：00

シエンひろば  8日（火） 13：00 ～15：00

ロコモーション
トレーニング教室

移動図書館 📖 2日（水） 10：00 ～11：30 生涯学習課 85-3694

園芸教室 15日（火） 19：30 ～11：30
花とみどりの推進協議会

85-3603

2日・9日・16日

・23日（水）

社会福祉課 85-3554

14：00 ～16：00

＼年末も、楽しい講座が盛りだくさんのセンターへ❕／

✿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

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②

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：1月21日(木) 10：00 ～ 11：30
講師：髙倉 裕子さん（ふろしき研究会講師）
定員：15人 ☎ 申し込み
参加費：300円
準備するもの：ふろしき大(68㎝以上)・小(約50㎝)

各１枚以上（貸出しあり）

🎁 ふろしき活用術と和のバック作り教室

12月の鳥栖市主催事業

日時：1２月2日（水） 10：00 ～ 12：00
講師：銭盛 月美さん（アトリエ想花）
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）・1月27日（水）
10：00 ～ 11：30（各日の参加ＯＫです）

講師：大久保 浩子さん
定員：各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

お正月やハレの日の食卓を
素敵な箸袋でグレードアップ❕

日時：1月19日・26日・2月9日・16日（全4回）
いずれも（火） 13：00 ～ 16：00

講師：シニア情報生活アドバイザー佐賀
定員：10人 ☎ 申し込み
参加費：1000円（テキスト代）

🖥 パソコン教室 （ Excel 講座）
第1部「人と人とのつながり」（講話）
第2部「坐禅体験をしてみましょう」

🎁 縄飾り作り教室

美しい文字を書く
コツを学びましょう！

令和3年度に
まちづくり推進センターをご使用予定の団体は

まちづくり推進センター
年間使用計画書

のご提出をお願いします。

提出先 ：使用予定のまちづくり推進センター
お問合せ：各まちづくり推進センター

鳥栖市市民協働推進課☎85-3576

＊＊提出期限＊＊

Ｒ2/12/7（月）～Ｒ3/1/15（金）

😊子どもチャレンジ😊弥生が丘 （12月）
※ 受付は、終了しています。

※状況により中止･変更になる場合があります。センター内ではマスクの着用をお願いします。

～作品例～

金属に釉薬（ゆうやく）を塗り、高温で
焼く七宝焼に挑戦してみませんか？

文化祭閲覧パスワード：55841
弥生が丘地区

まちづくり推進協議会
ホームページ

弥生が丘地区の皆さんやマイトリー幼
稚園、弥生が丘小学校、田代中学校の生徒
さんの作品の写真や、サークル活動等の
動画を弥生が丘地区まちづくり推進協議
会ホームページで見ることができます。

第6回弥生が丘地区文化祭
～11月21日よりまち協ＨＰで開催中❕～

～作品例～

（サイズ約18～19cm）

日時：1２月17日（木） 10：00 ～ 11：30
講師：平木 智美さん
定員：5人 ☎ 申し込み
参加費：1500円（材料費）
準備するもの：園芸用はさみ(あれば)

教室名 開催日   時間

七宝焼のキーホルダー作り教室A 10：00 ～12：00

七宝焼のキーホルダー作り教室B   13：30 ～15：00

パステルアート教室A   9：00 ～10：30

パステルアート教室B 19日（土） 10：30 ～12：00

パステルアート教室C 13：00 ～14：30

体つくり運動教室①　※弥生小体育館 　25日（金）   10：00 ～12：00

5日（土）

教室名 開催日   時間

書き方教室（1,2年生） 11日（金）

書き方教室（3年生） 4日（金）

書き方教室（4,5,6年生） 18日（金）

ミニテニス教室　※弥生小体育館 12日（土）   9：30 ～11：30

生け花教室 16日（水）  下校時～ ４０分程度

 下校時～ ３０分程度


