
ご あ ん な い 

〒949-0303 糸魚川市大字田海13番地2  ☎・📠 025-555-7575 

  📩 tazawako@bz04.plala.or.jp     http://www.tazawa-ko.jp/ 

【お申し込み】 ☎・📠 555-7575 

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 

 

クリスマスリースやお正月飾り を作ろう！ 
 

★ 講師  野紫木弘子さん（リースデザイナー） 

★ 対象    小学生～大人   

★ 定員   １５名（申込み先着順） 

★ 持ち物 生け花用のハサミ又は工作ハサミ 

      軍手、リースにしたい草花、飾りなど     

※ 材料は、公民館でも用意します。 

（ドライフラワー、木の実、キラキラ松ぼっくり等） 

※ クリスマスリースかお正月飾りのどちらか１つを選び作ります。 

 と き：１２月 日（日）  ９：00～12：00 

 ところ：田沢地区公民館 

 

聞いてみませんか？！ 
お薬の正しい知識や使い方。より健康な生活を送りましょう。 
 

★ 講師 糸魚川薬剤師会 清水貴之さん 

★ 対象 大人 

★ 定員 １０名程 

 
 
 
 
 12/5（火）まで。この機会をぜひご活用ください！！ 

 と き：1２月 日（火）14：00～15：30 

 ところ：田沢地区公民館 

〆切 

11/24 
（金） 
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★ 講師  渡辺光実さん（Trattoria Bambino 料理長） 
★ 対象  中学生～大人 

          （小学生以下のお子様連れの参加は要相談） 
★ 定員  20名（申込み先着順） 
★ 持ち物 エプロン、三角巾、タオル 

 と き：1２月 日（日） 10：00～13：30 

 ところ：青海保健センター 

  講師：髙橋正章さん（市健康運動指導員） 田沢体育館
 

                    大半が大人の参加でしたが、社会体育でバス 
                   ケットボールをしている小学生も参加しました。 
                   ストレッチや体幹を鍛える事で、姿勢が良くな 
                   り腰痛や肩こりを予防できます。運動選手は運 
                   動能力を向上させ、ケガを予防します。正しい 
                   ストレッチ法で、いつまでも健康で、自分の足 
                   で歩き続けるために、家でも気軽にできるスト 
                   レッチや体幹トレーニングを継続しましょう。 

 
 

２ 

講師：武田尚子さん 副講師：猪又久美さん  
 

 秋の歌を中心に、童謡、唱歌を地域 
の方と楽しく歌いました。子どもの頃 
は歌詞の意味も考えずに歌っていたの 
か、大人になって改めて歌詞を理解し 
歌うことで、童謡、唱歌の素晴らしさ 
を実感しました。

【参加者の感想】●気楽な雰囲気で歌えて楽しかった。●声が出なかったが自分でも驚くほど声
を出せるようになり嬉しかった。●相馬御風の歌を歌えるようになり良かった。●歌うことがな
かったので良い経験をしました。●気持ちを込めて歌う楽しさを知りました。●認知症予防や頭
の体操になるので、また計画してほしい。●「青い海と石の町から」が素敵な曲だった。 

【参加者の感想】●首から肩のまわりが痛かったが治っ
た。体が軽くなった。●ちょっときついけど、ふだん動
かさないところを動かすので良い運動になった。 

お店で“ No.1”メニュー「アヒージョ」を作れちゃいます！！ 
オシャレに盛り付けする技も習得しよう♪（写真はイメージです） 

   ﾄﾗｯﾄﾘｱ   ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ 
〆切 

12/11 
（月） 

・魚介のアヒージョ 
  （スペイン料理） 
・ホームベーカリーで 
 作る本格ブリオッシュ 

・手作りニョッキハーブクリーム 
・自家製 
 シーザードレッシングのサラダ 
 （リースの形に盛り付けします） 
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講師：土居大樹さん（消防本部救急係） 
 

 身近に起こるケガについての対処法を、例を

挙げて丁寧に教えていただきました。昔からの

対処法や思い込みが間違っていたり、対処法が

変化していたりと、気づかされることも多くあ

りました。「慌てずに一呼吸おいてから行動す

ること」で、すばやく正しく判断ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 救急車を呼ぶか呼ば 

ないかの判断ができる 

サイト「全国版救急受診アプリ（愛称 Q助）」

があるそうですので、 

参考にしてください。 

講師：佐藤清さんご夫妻（蜜処はちみつの木） 

 

 
 

 「家族の絆」と「命の大切さ」について考え
させられる映画を上映しました。４３名の小学
生が参加し、静かに映画を観てくれました。映
画鑑賞後は、ハロウィンが近いことからゴース
トチームとジャックオーランタンチームに分か
れ、体育館で競技遊びを楽しみました。 
 
 

巣箱の違いを 
説明する佐藤さん 

はちみつの巣板 

巣箱内のみつばち 

奥様特製！ 
はちみつ入り 

チーズケーキ♪ 

佐藤さんの 
はちみつは 
ひすい食彩館 
で販売中！ 

 

 7月に田沢幼稚園保護者会様と共催し
た事業「五感で描くアート教室」での 

作品を青海美術展に出展させていただき
ました。 

ご協力ありがとうございました。 

田沢幼稚園保護者会様と公民館の活動を
沢山の方に見ていいだくことができ、大
変嬉しく思っております。 

 

３ 

【参加者の感想】 
●身近に起こり得る事なので
ためになった●今までの知識
がほぼ誤りだと気付けた。 

 あいにくの雨模様
でしたが、日本みつ
ばちを通した自然界
の豊かさ、逞しさ、
それを慈しむ佐藤ご
夫婦の人柄に包まれ 
  貴重な時間を 
   過ごしました。 

 ニュースペーパータワー 
新聞紙の高さを競いました｡ 

【子どもたちの感想】●えいが、かんどうしまし
た。（小１）●かぞくのやさしさがつたわりました。
（小２）●お兄ちゃんが、病気の弟のために自分の
骨髄をあげたことがえらいと思った。（小４） 

●命や家族の大切さが分かりました。（小５） 

●きょうぎが勝ててうれしかったです。（小２） 

●ダンボールキャタピラーが一番楽しかったです。
（小５） 

ダンボールキャタピラー 
早さを競いました。 



11/12 日  親子すもう体験教室 田沢体育館

11/14 火  田沢スポレック（サ） 田沢体育館

11/19 日  第1弾 料理教室 青海保健センター

11/21 火  田沢スポレック（サ） 田沢体育館

11/24 金  パッチワーク（サ） 公民館

11/25 土  子育て応援講座＆マジックショー 公民館

11/28 火  田沢スポレック（サ） 田沢体育館

12/1 金  パッチワーク（サ） 公民館

12/3 日  手作り教室 公民館

12/5 火  田沢スポレック（サ） 田沢体育館

12/6 水  パソコン（サ） 公民館

どのような役を？ 

今年度の予定は？ 

田沢地域の好きなところは？ 

ご趣味は？ 

※（サ）はサークルの略。 

※予定は変更になることがあります。 

今、思うことなど・・ 

     今村新田支館で役員の協力を得て、総

務部長をどうにか務めています。 

     本年度新事業として、女性を対象にし

た「お茶会」を企画。子育てが終わった人が集まり「女性

のお茶会」を５月に開催し大変好評でした。11月にはママ

友が小さな子供も同伴して楽しめる企画を立案中。他にも、

２月に高齢者を囲んでの昼食会を主に、豆まき大会、娯楽

大会を企画中です。 

     今、何が嬉しいかと聞か

れれば、ここ数年で今村新田地区では幼児から小学生の子

供が増えて賑やかになり、朝夕に元気よく挨拶をされるこ

とです。 

       若かりし頃は色々な趣味がありましたが、年

と共に体が自分の思った通りに動かなくなり、今はドライ

ブがてら色々なところで露天風呂に入ることと、目の運動

のために一円パチンコ！ 

      どの地区でも同じだと思いますが、

色々な事業を開催するに当たり、どのような企画にしたら、

いかに多くの人に参加(出席)して頂けるか思案しています。

皆様に良い案がありましたら教えてください。 

ーいろんな方が集えるお茶会、ステキな企画ですね。 
＊ありがとうございました＊ ４ 

田沢地域で活躍されている方を紹介するコーナー 

繩井 和正さん 
（今村新田地区 在住） 

人 
たざわ 
びと 

第７回 

【お問い合せ】糸魚川市 健康増進課 保健係 
   ☎ 025-552-1511(代) 

日時 

9：00～11：00 

会場 田沢地区公民館 
 

素足になって、かかとで 

測定します。 

脱ぎやすい靴下で 

おいでください。 

ぜひ、この機会に骨密度をチェックしてみましょう！ 

 □  牛乳や乳製品をあまり摂らない。 

 □  運動不足気味 

 □  日光にあたる機会がすくない 

 □  カフェイン飲料、インスタント食品をよく摂取する 

 □  母、祖母が骨粗しょう症といわれている 

糸魚川健康 
ポイントラリー 
対象事業 

あなたの骨は大丈夫ですか? 


