
日 曜 午前 午後 夜

1 日

2 月 😊書き方教室 弥生が丘懐しの歌の会 やよいがおかリズムダンスクラブ

😊体つくり運動教室

社会福祉法人若楠（産前産後子育て支援事業）

弥生が丘地区社会福祉協議会（役員会）

😊書き方教室 A!FLOW（キッズダンス）

とす市高齢障害福祉課（ふまねっと運動) さわやか3Bクラブ

鳥栖ハーモニーキャッツ はじめての韓国語レッスンサークル☆

なごみの会（いけばな） 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

6 金 😊書き方教室 ★こども英語サークル★

7 土 鳥栖ハーモニーキャッツ

8 日 開館日（山の日） ココマム

9 月 休館（振替休日）

とす市スポーツ振興課（若さはつらつ　ヨガ）

R.カトウ体操運動部

12 木 弥生が丘地区民生委員児童委員協議会（定例会）

13 金

14 土

15 日

KGフィットネスクラブ

やよいがおかリズムダンスクラブ

😊キッズダンス教室

とす市花とみどりの推進協議会（園芸教室）

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）

20 金 😊スノードームとスライム作り教室 ★こども英語サークル★

若葉弥生が丘地区地域包括支援センター（認知症サポーター養成講座）

鳥栖ハーモニーキャッツ

22 日 鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室）

23 月 やよいがおかリズムダンスクラブ

とす市スポーツ振興課（若さはつらつ　ヨガ） Bailar☆Z（ZUMBA）

R.カトウ体操運動部 小・中こども英語サークル

鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室）

とす市農林課（人農地プラン会議）

鳥栖ハーモニーキャッツ

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）

ひだまりの会（大人の小筆）

😊ミニテニス教室

鳥栖ハーモニーキャッツ

29 日

30 月 やよいがおかリズムダンスクラブ

31 火 ㋝頭も体も元気になる！ボール運動教室 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）📖

Bailar☆Z（ZUMBA）　　　　　　　　　　　
小・中こども英語サークル

鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室）        　　   
朗読ボランティアすみれ

11 弥生が丘地区まちづくり推進協議会（役員会・後期計画策定委員会）

火3

水

10 火

木5

水

4

28 土

木19

木26

土21

火24

27 金

水25

★こども英語サークル★朗読ボランティアすみれ

A!FLOWイズム（キッズダンス）

😊キッズダンス教室

新風クラブ

㋝音楽でわくわくエクササイズ♪音楽は万能薬♪
A!FLOW（キッズダンス）                            
はじめての韓国語レッスンサークル☆

16

鳥栖市太極拳協会（弥生が丘教室）

18 水 弥生が丘懐しの歌の会
😊革の小物作り教室　　　　　　　　　　 　　　　   　　　　

とす市高齢障害福祉課（ふまねっと運動）　　  　　　　　　　　
なごみの会（いけばな）

17 火

月

Bailar☆Z（ZUMBA）

韓国語レッスンサークル☆

😊革の小物作り教室                                            

とす市総務課（弥生が丘地区嘱託員会）                      

韓国語レッスンサークル☆

朗読ボランティアすみれ                       　　  
R.カトウ体操運動部

茶花を楽しむ会

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

R.カトウ体操運動部 

弥生が丘まちづくり推進センター行事予定表（8月分）
㋝マーク：センター主催講座

😊マーク：子どもチャレンジ弥生が丘

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 0942-55-8633
FAX 0942-55-3714

令和3年7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



【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

🏀 頭も体も元気になる！
ボール運動教室

日時：8月31日（火）
10：00 ～ 11：30

講師：山岡 弘美さん（健康運動実践指導者）
定員：20人 ☎ 申し込み（先着順）
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。

※ 詳細は、それぞれの担当課に
お問い合わせください。

8月の鳥栖市主催事業

主催講座等のお知らせ

🏀 音楽でわくわくエクササイズ

日時：8月25日（水）
9月 8日（水）
9月22日（水）
10：00～ 11：00

講師：相葉 園美さん
（ボイストレーナー）

定員：20人 ☎ 申し込み（先着順）
参加費：無料
準備するもの：飲み物
＊動きやすい服装でご参加ください。

♪音楽は万能薬♪

※受付は終了しています。 （夏期教室） ※受付は終了しています。

非接触で体温測定出来ます。ご利用前には
センター入口にてご自身でTV画面に出た体温
をご確認ください。

・県外居住者の参加の自粛
（講師等含む）の協力要請

⇒解除になりました。

センター貸館について

・開館時間

⇒午後10時までになりました。
（通常どおり）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、市主催行
事や掲載の教室・行事など、やむを得ず開催を中止、
延期とする場合がございます。ご了承ください。

8月は「同和問題啓発強調月間」です。～差別をなくして明るい社会を～
とき：令和3年8月23日（月）午後1時30分開演 入場無料

ところ：鳥栖市民文化会館 大ホール
講師：福永宅司さん（有限会社 子どもの学び館代表）

問合せ：地域福祉課（85-3655）又は生涯学習課（85-3521）

すべての人は、人として尊重され、
幸せに生きる権利「人権」を持って
います。この機会に、同和問題に
ついて考えてみましょう。

（年間教室8月）

◆◇7月12日より変更となりました。◆◇

センター入口に体温測定サーマル
カメラを導入しました。

😊子どもチャレンジ 弥生が丘😊

～センターからのお知らせ～

教室名 開催日 時間

ミニテニス教室 ※弥生小体育館 8/ 28（土） 9:30～11:30

講座名 実施日 時間 担当課・☎電話番号

4日（水）

18日（水）

移動図書館 📖 4日（水） 14：30 ～16：00
市立図書館
85-3630

若さはつらつ　　　 10日（火） スポーツ振興課
（手始めヨガ） 24日（火） 85-3522

園芸教室 17日（火） 9：30 ～11：30
 花とみどりの推進協議会

85-3603

10：30 ～12：00ふまねっと運動
高齢障害福祉課

85-3554

13：30 ～15：00

教室名 開催日 時間 参加費 準備するもの

8/12(月)

8/14(水)

8/16(金)

体つくり運動教室（1,2年生） 8/13(火) 19:30～10:30

体つくり運動教室（3,4年生） 8/13(火) 10:30～11:30

キッズダンス教室 8/17(火)

（1,2,3年生） 8/24(火)

キッズダンス教室 8/17(火)

（4,5,6年生） 8/24(火)

革のペンケース作り教室 8/18(水)

（4,5,6年生） 8/19(木)

300円
3B以上の鉛筆、

書き方用の下敷き（あれば）、

飲み物

19:30～10:30
10:30～11:30

書き方教室

スノードームとスライム作り教室

19:30～11:00

10:00～11:00

11:00～12:00

19:30～11:308/20(金)

筆記用具、

飲み物800円

室内シューズ、

タオル、

飲み物

エプロン、はさみ、

スノードームに入れる小物、

飲み物
300円

無料

【鳥栖市同和問題講演会】

演題：『ひかり』
～涙と笑いの感動の一人芝居～


