
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 367号 平成 27年 5月 15日発行 

滋賀学区 世帯数  7,300世帯 

人口 合計 16,746 人 

    男  8,063 人 

    女  8,683 人 

発行 滋賀市民センター（522－2180） 

滋賀学区自治連合会ホームページを開設しました！ 

HP ｱﾄﾞﾚｽ  http://www.shiga-jichiren.jp/ 

骨密度は 20歳ごろまでに増加し、40 歳代から低下し始めます。 

骨粗しょう症予防のために骨密度を維持し、丈夫な骨をつくる生活をすることが大切です。 

日時：平成 27 年 7 月 9 日(木)（事前予約が必要です） 

    13:45～15:30（受付 13:30） 

場所：明日都浜大津 4F ホール 

対象：20 歳以上 65 歳未満（先着 35 名） 

内容：骨密度測定・食事や運動の話・運動実践 

料金：骨密度測定料 500 円 

 【申し込み・問合せ先】 

   中すこやか相談所 電話５２８－２９４１ 

   ※６月１日(月)より受付開始 

いつまでも若々しく丈夫な骨づくりのために！ 

骨粗しょう症について学び、楽しい運動教室に参加しませんか？ 

 日頃は、ボランティア榿の木の活動にご支援ご協力頂きまして有り難うござい

ます。今年度も色々な計画を立て、楽しく遊び、学びながら地域に貢献できれば

と思っています。 

 第一回目は、５月２９日(金)に「歌声喫茶」を計画しています。志賀小の子ど

も達とのコラボと、高山千征氏のアコーデオンに合わせて、懐かしのあの歌・こ

の歌を大きな声で歌いましょう。皆様のご参加お待ちしております。 

日吉茶園→公人屋敷→生源寺→作り道→御殿馬場→滋賀院門跡→慈眼堂→十三石仏群 

→権現馬場→日吉東照宮→ケーブル坂本駅前→芙蓉園本館・昼食後解散 

【申し込み方法】 

  住所・氏名・電話 Fax 番号・自治会名をご記入の上、公民館の申込み箱、 

  もしくは Fax にて西までお申込みください。 

   締切６月５日 結果は６月８日までにお知らせします。 
   ※問合せ/申込先 Fax ５２４－４８１４（西多恵子） 

本年度文化祭は、例年の１０月最終土日とは異なり、１０月３１日(土)、１１月１日

(日)で開催しますので、ご案内いたします。 

各協力団体様には、くれぐれもお間違えのないようよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津市立滋賀公民館利用団体会員募集のお知らせ 

興味がおありになる方は、練習日に見学にお越しください。お待ちしています。 

団 体 名 活 動 内 容 活 動 日 活動時間 

手話サークル コスモス 手話の学習 毎週  水曜 9:00～13:00 

ささなみ短歌 口語、文語短歌の実作 ① ③  木曜 13:00～16:00 

アトリエセーラ美術クラブ 水彩画の練習（初級～中級） ② ④  木曜 13:00～16:00 

くれない会 毛筆による楷、行、草書、かなの練習 ① ③  金曜 9:00～12:00 

詩吟愛好会 哲泉流。詩吟の練習、漢詩の勉強 毎週  木曜 9:00～13:00 

詩吟さざなみサークル 詩吟を通じて漢詩を学ぶ ①②④⑤火曜 13:00～16:00 

千草会 琴伝流大正琴の練習と演奏活動 ② ④ 月曜 13:00～16:00 

コール Bouquet コーラスの練習と演奏活動 ①②④ 月曜 9:00～12:00 

花園コーラス 童謡、唱歌、抒情歌を楽しく歌う ② ④ 金曜 13:00～16:00 

志賀小 PTA コーラス コーラスの練習と演奏活動 毎週  木曜  9:00～12:00 

仕舞藤袴サークル 哲泉流仕舞の練習 毎週 月曜 13:00～16:00 

ｷﾞﾀｰ・ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 

あおぞら 

ギター・マンドリンの練習。 

音楽技術の向上 
① ③ 木曜 

② ④  土曜 
 9:00～12:00 

クレープ 料理実習と試食。女性のみのｸﾞﾙｰﾌﾟ ④   金曜  9:00～13:00 

JOY ダンススポーツ 初級、中級向け社交ダンススポーツ 毎週  金曜 17:00～22:00 

ダンススポーツ滋賀 ダンススポーツの練習 
①③④ 土曜 

②   日曜 

13:00～17:00 

13:00～17:00 

さつきダンス同好会 社交ダンスの練習と健康増進 毎週  木曜 13:00～16:00 

志賀フラダンスクラブ 初級フラダンスの練習、健康増進 毎週  火曜 13:00～16:00 

健康体操 呼吸法、官足法による体操 毎週  金曜 10:00～12:00 

親子リズム たんぽぽ班 リズム体操、工作、手遊び等 毎週  火曜 10:00～12:00 

 

 ※ 滋賀公民館利用サークル会員募集のお知らせ 

 

 

 

 

滋賀らくらくピアノ会 

 楽譜が読めなくても大丈夫！指番号で曲が弾けます。 

 日時 第１・３金曜 13:30～15:00 

 場所 滋賀公民館 2 階小会議室 

 会費 2,000 円/月 

 ※ 見学・体験（無料）はいつでも OK です。 

 砂や土、どろんこ 
    絵の具で遊ぼう 

Ａグループ 6 月２日(火)  

Ｂグループ 6 月４日(木) 

時間 10:00～11:30 

持ち物：帽子・水筒・タオル・上靴 

着替え・身体を拭くタオル 

 新聞紙で遊ぼう 

Ａグループ 6 月  ９日(火)  

Ｂグループ 6 月 11 日(木) 

時間 10:00～11:30 

持ち物：帽子・水筒・タオル・上靴 

新聞 1 日分 

 スライムを作って遊ぼう 

Ａグループ 6 月 16 日(火)  

Ｂグループ 6 月 18 日(木) 

時間 10:00～11:30 

持ち物：帽子・水筒・タオル・上靴 

 どろんこ、色水で遊ぼう 

Ａグループ 6 月 23 日(火)  

Ｂグループ 6 月２５日(木) 

時間 10:00～11:30 

持ち物：帽子・水筒・タオル・上靴 

着替え・身体を拭くタオル 

 七夕飾りを作ろう 
  （笹飾りを持ち帰り） 

Ａグループ 6 月 30 日(火)  

Ｂグループ 7 月  ２日(木) 

時間 10:00～11:30 

持ち物：帽子・水筒・タオル・上靴 

0～2 歳のお子さんを対象に開

催しています。 

＊季節に応じた遊びのコーナーを 

用意しています。 

＊親子で絵本をみたり手遊びをす 

る時間もあります。 

＊6 月は新聞紙やスライム、砂や 

水を使って遊びます。 

☆毎回親子の上履きを持ってきてください。 

☆幼稚園には徒歩でお越しください。支所 

 の駐車場のご利用はご遠慮ください。 

５月展示 
  服部 三千雄 氏 

「竹細工の世界」 

６月展示 
  辻 なつ子 氏  

「風景からのおくりもの」 

◆文協ギャラリー出展募集 

年間を通じ多くのご利用をいただいて

おりますが、なお一層のギャラリーの充

実をはかるために新たの方々のご利用

を心待ちにしております。ご遠慮なくお

申込み下さい。 

 基本使用期間 １ヶ月 

 使用料 無料 

 展示内容 規定なし(但し相応のもの) 

 申込み問合せ 上田明美 

       ５２４－２５７４ 
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