
                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まなビ～クラブ 親子の元気塾  

さくらんぼ狩り 
日 時 ７月８日（木） ８：４５～１４：００ 

場 所 砥山ふれあい果樹園(札幌市南区砥山８４) 

参加費 ８００円(大人一人子ども一人の場合)  

定 員  就園前の子どもと保護者 ３組 

くれよんきっずも参加します 
申込み ６月１日(火)～１９日(土) 
持ち物 お弁当,のみもの、おやつ等 
 

※ 雨天時でも、実施いたします。 

まなビ～クラブ パークゴルフ親睦大会 
日時・申込期間が変わりました!? 

 

日 時 ６月１９日（土）８：３０～１２：００ 

場 所 虹ヶ丘・もみじ台南パークゴルフ場 

参加費 ５００円  定 員 ４０名  

※用具の無い方は、申込みされるとき 

にお知らせ下さい。当日、受付で、 

用具をお貸しします。 

 

申込み  ５月１日（土）～６月５日（土）まで 

※荒天の場合は、秋に
．．

延期
．．

 になります。 

 

 

 

 

 

※荒天で大会延期の 

場合は、中止です。 

･ 

※ コロナ感染症予防のため、事業が中止になったり、内容が変更する場合があります。 

各事業の申込みは、まなビ～クラブ  ℡３７５－４３００へ   火～土 9:00～17:00    担当：加藤・大類  

 

まなビ～クラブ  
ソフトボール親睦大会 

＆ ジンギスカンパーティー 

日 時 ７月４日（日）開会式８：００  

懇親会１２：００（閉会式・ジンギスカン） 

場 所 西の里小学校 グラウンド 

募 集  ３チーム～６チーム 
申込み ６月１日(火)～１９日(土) 
    ※ メンバー表提出は２６日(土)まで 

 参加費 一人 1,000 円（大会 400 円 懇親会 600 円） 
 
※ 雨(荒)天時は、中止となります。  

 

大人のためのＤＩＹ 木工教室 
 
キッズチェアか自由製作でＤＩＹに挑戦しませんか 

日 時 ７月３日(土)１０時～１２時 

場 所 西の里会館  
参加費 1,000円から 
講 師 銅口勝則さん 
定 員 １５名 

申込み    申込み ６月１日(火)～１９日(土) 
       ※ 参加費はキッズチェア１０００円 
         自由製作１０００円から(材料代実費) 
※ 自由製作の方は、設計図を１２日(土)までに提出の

こと(詳しくは事務局までお問い合わせください) 

くれよんきっずとの共催事業                

【アロマテラピー講座】 ６月１０日（木）  10 時   場所 西の里会館   主催 くれよんきっず 

【プチ運動会】 ６月２４日（木）  10 時  場所 西の里ファミリー体育館  主催 くれよんきっず 

【横断歩道を渡ろう】  ７月１日（木）  10 時   場所 西の里会館    主催 こぐまクラブ 

 
問合せ  宮町さんまで hiromimiyamachi@gmail.com    ℡090-5070-9921  

 

 

初心者の方も 

大歓迎です!! 

西の里地区 

生涯学習振興会 発行 

〒061-1106 
北広島市西の里 

南１丁目２－４ 

責任者  山口 悦範 

 

 

 

令和３年５月２８日 

事務局：西の里公民館内 ℡・Fax 375-4300 

mailto:hiromimiyamachi@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上半期】                       【下半期】 

  

 

 

  

開催日 事業名 申し込み開始日等 

4/２金から 
毎週金 

フロアカーリング教室 通年 

5/21・5/28 は体育館閉館のため中止 
申込不要 

5/15土 
春の野菜作り講座 
西の里会館閉館のため中止 4/1木～5/1 土 

6/10木 親子のアロマテラピー講座 くれよんきっず 

6/19土 
まなビ～クラブ 

パークゴルフ親睦大会 5/1土～6/5 土  

6/24木 親子のプチ運動会 くれよんきっず 

6/27日 地引網体験  中止 健連協 

7/１木 親子の横断歩道を渡ろう こぐまクラブ 

7/３土 大人のためのＤＩＹ木工教室  6/1火～6/19土 

7/４日 
まなビ～クラブ 

ソフトボール親睦大会 6/１火～6/19土 

7/８木 
親子の元気塾① 

サクランボ狩り 6/１火～6/19土 

7/31土 
夏休み子ども料理教室    
①午前 ②午後 6/29火～7/10土 

8/３火 
夏休み子どもスポーツ教室 
パークゴルフ教室〈世代間交流〉 6/29火～7/10土 

8/５木 
夏休み子ども科学教室 
千歳川清流下りと千歳水族館 6/29火～7/10土 

8/７土 
夏休み子どもアート教室  

～おし花うちわ～ 6/29火～7/10土 

8/14土   
 15日 

夏祭り 健連協 

9/４土 東部振興会ソフトボール大会 東部振興会 

9/未定 
きたひろしまゴロッケー選抜 
選手権大会 市教委 

9/19土 フロアカーリング体験会 8/３火～9/4 土 

9/25 土から 今から始める囲碁教室〈全５回〉 8/31火～9/11土 

開催日 事業名 申し込み開始日等 

10/３日 西の里文化祭 別途 

10/14 木 
親子の元気塾② 

円山動物園 9/1水-9/18 土 

10/19 火 地域を学ぶ  9/24 金-10/2 土 

10/21 木 親子の交通安全人形劇 こぐまクラブ 

10/24 日 布ぞうり作り講座 9/24 金-10/9土 

11/７日 秋季フロアカーリング大会 10/1 金-10/23 土 

11/14 日 西高次世代交流会 別途 

11/20 土 デリバリーコンサート 別途 

11/27 土 大人の料理教室 11/2 火～11/13 土 

12/２木 生活・教養講座～手作り味噌～ 11/2 火～11/13 土 

12/19 日 西の里音楽祭 別途 

12/25 土 
雪灯りの路 
～スノーキャンドル製作～ 

12/1 水～12/17 金 

12/31～1/1 雪灯りの道   ～点灯式～ 別途 

1/８土 冬休み子ども木工教室 12/１水～12/11 土 

1/９日 新春子どもミニ運動会 12/１水～12/11 土 

2/６日 節分豆まき大会 別途 

2/20日 
西の里地区 
ミニバレー親睦大会 

1/25 土～２/５土 

3/６日 春季フロアカーリング大会 2/１火～2/19 土 

※ 秋春フロアカーリング大会・ミニバレー大会につ

いては、練習会が 2 回ずつあります。 

※  

 

 

まなビ～クラブ事業参加に関してのお願い 
～新型コロナウィルス感染予防対策にご協力ください～ 

 
①健康調査をお願いしています 
②参加の際は必ずマスクの着用をお願いします。              
マスクの着用がない場合は、参加をご遠慮頂く場合があります 

③体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください 
④参加の際は、アルコール消毒や手洗いなど手指の消毒の実施をお願します 
⑤咳エチケットにご協力ください 
⑥ティッシュなど個人で出したゴミはお持ち帰りをお願いします 
⑦換気のため窓やドアを開ける場合が多くあります 
⑧感染防止のため指示されたことは守ってください 

  

今年度も多くの皆様の参加をお待ちしております！ 


