
〒949-0303 糸魚川市田海大字13番地2  ☎・📠 025-555-7575  📩 tazawako@bz04.plala.or.jp 

ご あ ん な い 

 

 第３回目となる今回は、歌外波地域です。  

 ４.２キロの道のりを歩きながら、郷土の魅力を再発見しましょう。 

 

 

 

 

★ 服装  歩きやすい服装、運動靴 

★ 持ち物 昼食、飲み物、タオルなど ※豚汁あります！ 

★ その他 田沢・青海方面の方は送迎バスもご利用ください。 

        8：00 田沢地区公民館 

        8：20 青海総合文化会館（きらら青海） 

      ※参加者には記念品を差し上げます。 

 

 

 

★ 申込み 青海生涯学習係 TEL５６２－２２６０ 

      田沢地区公民館 TEL５５５－７５７５ 

 

 と き：６月４日 （ 日 ）  9：００ ～1３：00  雨天中止 

 ところ：歌・外波地区（親不知ピアパークへ８:５０集合） 

糸魚川健康 

ポイントラリー
対象事業 

雨天 

詳細は、５月１０日号の全戸配布

チラシをご覧ください。 

コース 
 
 親不知ピアパーク(9:20発) 
  ～大雲寺 
  ～諏訪神社（外波神楽） 
  ～雲晴寺 
  ～羽黒神社 
  ～国道8号歌高架橋下 
  ～親不知ピアパーク(11:30着) 

〆切 

5/26 
（金） 

【お申し込み】 ☎・📠 555-7575  📩 tazawako@bz04.plala.or.jp 

①参加教室名  ②お名前（フルネーム） ③年代  ④住所  ⑤電話番号 

mailto:tazawako@bz04.plala.or.jp


２ 

 

 

いつまでも若々しく健康でいられるために 

口腔ケアや、食の栄養について学んでみましょう 

 シニア世代は、食が細くなったり、食事づくりが億劫に 

なったりして、品数や量が減りがちになり、低栄養の傾向が 

あるそうです。低栄養がなぜ良くないのか、お口のケアが 

なぜ大事なのか、学んでみませんか。 

★ 講師  武田あゆみ さん 

      （上越歯科医師会 在宅歯科医療連携室 登録歯科衛生士） 

      水澤恭江 さん（健康増進課 管理栄養士） 

★ 対象  どなたでも 

★ 定員  ２０名（先着順） 

 と き：６月16日（金）  13：30～15：30 

 ところ：田沢地区公民館 

     ①自分の口や歯の状態をセルフチェック 

     ②歯や口の健康を保つ秘訣を学ぶ。 

     ③老化を遅らせる食事の秘訣を学ぶ。 

内 
容 

おっくう  

 

自分で着たい方、お子様に着せたい方 

   浴衣の着方を学び、美しく着こなそう！ 

★ 講師  清水利恵 さん 

★ 対象  女性限定  中学生くらい～大人 

     中高生大歓迎。お友だちと一緒にご参加ください♪ 

★ 定員  １５名（先着順）  

★ 持ち物  浴衣、帯、腰ひも３本、タオル３枚、帯板 

  

 

 と き：６月25日（日）  14：00～16：00 

 ところ：田沢地区公民館 

 浴衣の着方はもちろん、半幅帯の簡単な結び方や、 

 意外と知らない 浴衣のたたみ方 も教わります。 

 7月13日（木） 19:00～20:30  7月22日（土）  午前中予定 

糸魚川健康 

ポイントラリー
対象事業 
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３ 

 

大工さんの使う道具を使って、親子で『ものづくり体験』 

ひとつの板と角材で「踏み台」を完成させましょう！ 

★ 講師  中村ツヨシ さん（岡野屋木工） 

★ 対象  子どもとその保護者（年長児以上） 

★ 定員  １０組 

★ 持ち物 かなづち 

      30cm以上のものさし 
      絵の具（色付けしたい子） 

 

【お申し込み】 ☎・📠 555-7575  📩 tazawako@bz04.plala.or.jp 

①参加教室名  ②お名前（フルネーム） ③年代  ④住所  ⑤電話番号 

 と き：６月18日（日）  13：30～16：30 

 ところ：田沢地区公民館 駐車場（雨天：田沢体育館） 

    ●直接板に設計図を描き、のこぎりや紙やすりを使い、ボンドやくぎで 

    組み立てます。●難しいところはおうちの人にやってもらいます。 

    ●最後は、完成した作品に絵の具で色付けしてオリジナルに仕上げよう！ 

内 

容 

〆切 

6/12 
（月） 

 

 綾小路きみまろ  

   ライブを上映  

脳トレで若返りゲームも 

★定員２０名（先着順）★ 

 まだまだ  

  詳細は４月号をご確認ください 

 

～ の部大募集！ ～ 

お仕事後に、お友達やご家族・お子様

と太極拳をしませんか？ 

初めての方、大歓迎！！ 

心も身体も美しく！ 

 
 

 定員に達しました。 

 ありがとうございます。 

糸魚川健康 
ポイントラリー 
 対象事業 

八久保支館２階 
   です 

30cm×40cm 
高さ 20cm 

見本です 

mailto:tazawako@bz04.plala.or.jp


★ 公民館だよりは、市のホームページでカラー版がご覧いただけます ★ 
 

田沢地区公民館 ☎・📠  555-7575 📩  tazawako@bz04.plala.or.jp 

４ 

 事業の準備や受付、片付けなど、
簡単なお手伝いをしていただける方
を募集しています。無理なく、自分
のできる範囲でご協力いただければ
幸いです。 

 ★ザリガニ釣りのスタッフも 
  まだまだ募集中です！！ 

 公民館まで 
   お問合せください。 

田沢地域で活躍され
ている方を紹介する
コーナーです。 
今年度は、各支館で
役員をされている方
にお話を聞きます。 

 須沢地区自治会の副会長を仰せつかっています。今年で
2年目です。 
 役割としては、3人の副会長と共に会長の補佐と、文教部
や福祉厚生部の補助などが主なものです。 
  
 須沢地区自治会の各部行事が1年間目白押しなのですが、

特に盆踊りや敬老会といった大きな行事が予定されていま
す。 
 個人的には子どもの受験が大きな山場になりそうです。 
  

 須沢地区では新しく家を建てるなどして近年住み始めた人
が多くいます。私も20年前に須沢にきた新参者ですが、昔

からの方々がそのような人たちを温かく迎えてくれる風土が
あると思います。新旧が融合して、各行事では団結力が発
揮され、新たな絆が生まれていくことを感じています。 
  

 子どものころから野球をやっていますが、最近はサボり気
味です。毎年ハッスルしようとは思っているのですが体が・・
（笑） 
  
 

 えちごトキめき鉄道の新駅設置は、地元である田沢地域
での設置へ向けて機運を盛り上げていけたらと思います。 
 

＊ありがとうございました＊ 

山岸由尚さん 
（須沢在住） 

人 
たざわ 
びと 

第１回 

どのような
役をされて
いますか？ 

今年度の予
定を教えて
ください。 

田沢地域の
好きな 

ところは？ 

 
ご趣味は？ 

 

 
今、思うこ
となど・・ 

 

日付 曜 行事予定 会場

 太極拳教室（昼） 田沢体育館

 パソコン（サ） 公民館

5/12 金  パッチワーク（サ） 公民館

 個人利用 公民館

 太極拳教室（夜） 八久保支館

5/17 水  パソコン（サ） 公民館

5/24 水  太極拳教室（昼） 田沢体育館

5/26 金  パッチワーク（サ） 公民館

 個人利用 公民館

 太極拳教室（夜） 八久保支館

6/2 金  パッチワーク（サ） 公民館

6/4 日  ふるさとウォーキング 歌外波地区

5/29 月

5/10 水

5/15 月


