
令和3年7月

開始時間 事業名 会場 問い合わせ先

2日 (金曜日) 9:00 囲碁ボール交流大会 旧市振小学校 市振・歌外波地区公民館

2日 (金曜日) 10:30 男性の体操教室 大和川地区公民館 大和川地区公民館

3日 (土曜日) 8:45 輪投げ大会 木浦小学校体育館 木浦地区公民館

3日 (土曜日) 10:00 親子マナビィ教室(磯の観察会&カニ釣り大会) 糸魚川地区公民館 糸魚川地区公民館

3日 (土曜日) 14:00 盆栽教室 根知地区公民館 根知地区公民館

4日 (日曜日) 8:00 ジオパーク現地学習会 上早川地区公民館 上早川地区公民館

6日 (火曜日) 9:00 手作り教室 中能生地区公民館 中能生地区公民館

7日 (水曜日) 9:30 宝箱お楽しみ会 上早川地区公民館 上早川地区公民館

7日 (水曜日) 10:00 七夕飾り 根知地区公民館 根知地区公民館

7日 (水曜日) 13:35 青少年健全育成講演会 西海小学校 西海地区公民館

7日 (水曜日) 19:30 ナイターグラウンドゴルフ教室 西海農村公園 西海地区公民館

8日 (木曜日) 10:00 健康講座フレイル3 田沢地区公民館 田沢地区公民館

9日 (金曜日) 8:45 ウォーキング会 浦本地区公民館 浦本地区公民館

9日 (金曜日) 9:30 中能生輪投げ大会 中能生地区公民館 中能生地区公民館

9日 (金曜日) 13:30 リフレッシュ体操 下早川地区公民館 下早川地区公民館

10日 (土曜日) 10:00 ボトルアクアリウムづくり 根知地区公民館 根知地区公民館

10日 (土曜日) 14:00 ガーデニング講座 根知地区公民館 根知地区公民館

11日 (日曜日) 10:00 ヘアアレンジ教室(楽しい育児&育自) 糸魚川地区公民館 糸魚川地区公民館

12日 (月曜日) 9:00 スマホ教室 大和川地区公民館 大和川地区公民館

12日 (月曜日) 9:30 ハンドメイド教室 青海生涯学習センター 青海地区公民館

13日 (火曜日) 9:00 ハーバリウム教室 西海地区公民館 西海地区公民館

13日 (火曜日) 9:00 料理教室（イカめし・えごのり） 磯部地区公民館 磯部地区公民館

13日 (火曜日) 9:00 手作り教室 中能生地区公民館 中能生地区公民館

13日 (火曜日) 13:30 ヨガ体験教室 浦本地区公民館 浦本地区公民館

14日 (水曜日) 9:30 一つ家カフェ 市振支館 市振地区公民館

14日 (水曜日) 18:30 おとう飯(はん)料理教室 糸魚川地区公民館 糸魚川地区公民館

15日 (木曜日) 9:30 玉ノ木カフェ 玉ノ木支館 市振地区公民館

15日 (木曜日) 10:00 健康講座フレイル4 田沢地区公民館 田沢地区公民館

16日 (金曜日) 9:00 ゆっくり歩こう会 小坂地区 大野地区公民館

16日 (金曜日) 10:00 支館出張教室 東町支館 青海地区公民館

17日 (土曜日) 9:00 根知谷発見ウォーキング 東中～山崎のため池 根知地区公民館

17日 (土曜日) 13:30 歴史講座 小滝～今井 根知地区公民館

18日 (日曜日) 8:15
第33回海のウエンストン祭

天険・親不知サマークリーン活動
親不知コミュニティ広場 青海生涯学習係

18日 (日曜日) 8:30 公民館杯親善ゴルフ大会 グリーンメッセ能生 上南地区公民館

18日 (日曜日) 10:00 地元を知ろう（白山神社） 能生生涯学習センター 能生地区公民館

19日 (月曜日) 9:30 レクリェーション会 西能生地区公民館 西能生地区公民館

20日 (火曜日) 13:30 ゴロゴロ体操 下早川地区公民館 下早川地区公民館

月間事業一覧表

開催日



開始時間 事業名 会場 問い合わせ先開催日

20日 (火曜日) 14:00 フラワーアレンジメント講座 根知地区公民館 根知地区公民館

21日 (水曜日) 19:00 SNS講習会 上南地区公民館 上南地区公民館

21日 (水曜日) 21:30 ナイターグラウンドゴルフ教室 西海農村公園 西海地区公民館

24日 (土曜日) - 青少協 キャンプ 高浪の池キャンプ場 大野地区公民館

25日 (日曜日) - 青少協 キャンプ 高浪の池キャンプ場 大野地区公民館

26日 (月曜日) 9:00 夏休みサマー寺子屋 7/26～8/16 西能生地区公民館 西能生地区公民館

26日 (月曜日) 9:30 サマー寺子屋 7/26～30 木浦 西性寺 木浦地区公民館

26日 (月曜日) 10:00 移動児童館 磯部地区公民館 磯部地区公民館

27日 (火曜日) 8:30 サマー寺子屋 7/27～8/18 能生生涯学習センター 能生地区公民館

27日 (火曜日) 9:00 中能生サマー寺子屋 7/27～7/30 中能生地区公民館 中能生地区公民館

28日 (水曜日) 10:00 夏のお楽しみ会 青海生涯学習センター 青海地区公民館

29日 (木曜日) 9:00 フレイル予防教室 大野地区公民館 大野地区公民館

29日 (木曜日) 9:30 シニア男の料理教室 糸魚川地区公民館 糸魚川地区公民館

29日 (木曜日) 9:30 夏休みスポーツ教室 下早川地区公民館 下早川地区公民館

31日 (土曜日) 10:00 親子マナビィ教室(野外学習&くんせいづくり) 糸魚川地区公民館 糸魚川地区公民館


