
1 土 なか森で遊ぼう（10：00～14：00）[自小]
2 日 お手玉教室（9:15～12：00）
3 月 休館日
4 火○自由ヶ丘地区あいさつ運動(7:20～8:00)
5 水
6 木○
7 金○

役員会(15:30～)
市議・校長懇談会（17：30～）
中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

9 日 まちづくり講演会（14：00～17：00）
10 月 休館日
11 火○
12 水
13 木○いきいき健康教室(14:00～15:30)

自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ（10：00～12：00）[自中]
健康づくり運動教室（13：30～15：00）

15 土 ふれあい自遊塾（9：00～12：00）[南４区公民館]
16 日
17 月 休館日
18 火○放課後プレーパーク(15:00～17:00)[11号公園］
19 水 シルバーコーラス(10:00～11:30)

自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ(10:00～12:00)
心配ごと相談（10：00～15：00）
Jまちカフェ（11:00～15:00)

21 金○
22 土 中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]
23 日 みんな集まれ！遊びの広場（13：30～16：30）
24 月 休館日
25 火○
26 水
27 木○
28 金○健康づくり運動教室（13：30～15：00）
29 土
30 日
31 月 休館日
      ◯印は資源物受け入れ実施日です　
 　火・木・金の週３回です。時間：10:00～17:00
　   《受け入れ５品目》
　  　①飲食物の缶（アルミ・スチール）
    　②プラスチック容器・包装
    　③白色トレイ
    　④ペットボトル
    　⑤紙パック
　      　お間違えのないように！！
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コミセンからの

これからの
自由ヶ丘地区のまちづくり

コミセンへのお問い合わせ・お申し込みは、

火～日曜日の９時～１７時にお願いします。

☎３２－５５９４ FAX３５－３２５０

メール：jiyuugaoka-cc@oboe.ocn.ne.jp

行政書士による無料相談会

遺言作成、相続手続、その他ご相談ください。

＊お時間の都合がつかない場合もご連絡

いただければ柔軟に対応します。

【日 時】 7/9(日) 8/20(日) 9/10(日)

毎月第2日曜(9：00～12：00)

【場 所】自由ヶ丘コミセン

カルチャールームB

【主 催】行政書士 梅﨑 元

【連絡先】 ☎33－7799

☎090－9796－4184

P&Pゴスペル教室
♪一緒に歌いましょう♪

【日 時】毎週火曜日

①1０:00～10:３0
Ｐ２（ぴーつー） 簡単な曲を楽しく
１回５００円 または 月１０００円
②1０:30～1１:３0 （入門クラス）
ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞと有名な曲をゆっくりと
１回１０００円 または 月２０００円

☆無料体験レッスンあります。
☆教材費別途 入会金無料 子連れＯＫ

【場 所】自由ヶ丘コミセン
カルチャールームB

【講 師】 吉住 さと子
【問い合わせ先】☎090-7980-6439

新刊のご案内

ふれあい自遊塾においでよ！！
《主催》ふれあい自遊塾の会

【日 時】７月１５日(土) 9：00～12：00

【場 所】 自由ヶ丘南４丁目公民館

＊自由学習 ＊お手玉教室 ＊昔遊び

【持参するもの】

水筒・タオル・筆記用具・宿題など

★小学生対象

★事前申し込み、参加費は不要

【問い合わせ先】ふれあい自遊塾の会

会長 中島田 純一 ☎080-5245-1381

★イモリくん ヤモリくん 松岡たつひで

★おこだでませんように くすのき しげのり

★伝記のまんが ココシャネル ネルソンマンデラ他

《主催》コミュニティ運営協議会

自由ヶ丘が住みよいまち、自由ヶ丘の住民が生きやす

い地域にするために、様々な課題が考えられ、取り組み

が行われています。しかし、課題解決は簡単なことでは

なく、問題点もたくさん出てきています。そこで、今か

らのまちづくりをみなさんと一緒に考えませんか？

講師に、川北秀人さんをお招きし、「自治を回復し、

まち・むらの課題をまち・むらの力で解決するために～

総働と小規模多機能自治のすすめ～」をテーマに講演会

を開催します。

【日 時】７月９日(日)14：00～17：00（開場13：30）

【場 所】 自由ヶ丘コミセン ホール

【定 員】100人 （先着順）

【問い合わせ・申し込み先】

自由ヶ丘コミセン ☎３２－５５９４

♪みんな集まれ！遊びの広場♪

２ヶ月に１回コミセンホールを自由に遊べるスペース

として開放します。おしゃべりもよし！スポーツもよし！

お友達と誘い合って来てね！

【日 時】７月２３日（日）13：30～16：30

【対 象】小・中・高校生 （未就学児は保護者同伴）

【場 所】自由ヶ丘コミセンホール

献血結果報告
６月６日（火）の献血では、４2人の方にご協力を

いただきました。ありがとうございました。

★劇場 又吉 直樹 ★騎士団長殺し第1部・第2部 村上 春樹

★か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる

★アキラとあきら 池井戸 潤 ★かがみの孤城 辻村 深月

★素敵な日本人 東野 圭吾 ★我らがパラダイス 林 真理子

第３回いきいき健康教室
《主催》ヘルス推進員

～楽しく笑って健康づくり運動教室～
【日 時】７月１３日（木）14：00～15：30（受付:13：30～）

【講 師】佐藤 広徳 勝田 寿徳

【場 所】自由ヶ丘コミセン

【持参するもの】水筒・タオル・上靴

動きやすい服装・筆記用具

【参加費】無料

【問い合わせ先】自由ヶ丘コミセン ☎32-5594

《主催》青少年育成部会

児童書のご案内

7月の自由ヶ丘地区あいさつ運動は...。
7月4日（火）7：20～8：00頃

今回は、ワークショップの
お店が盛りだくさん♪
地域のみなさん、 ぜひ
ご来場ください！！

シュシュ フリーマーケット

【日 時】 7月２３日（日）

10：00～12：00

【場 所】自由ヶ丘コミセン ホールＢ

【主 催】トータルビューティサロンシュシュ

【連絡先】☎３２－７７３７

（担当 岡本）

第11回真夏のコンサート

バイオリン・チェロ・コントラバス・ピア
ノ・歌のコンサートです。今回からは新
しく結成された香音（かのん）がコンサー
トをお届けします。「クラシックからお
耳なじみの曲」まで、音と言霊の織り成
すハーモニーをお楽しみください。

【日 時】7月３０日（日）

（開演）14：00 （開場）13：30

【場 所】自由ヶ丘コミセンホール

【入場料】一般1500円 小中学生500円

【連絡先】☎090－8415－1300（ 山本）

子どもわくわくクッキング教室のご案内
《主催》食進会自由ヶ丘支部

～給食のメニューを作ってみよう～

【日 時】 ８月２日（水） 9:30～13:00
【場 所】 自由ヶ丘コミセン 調理室
【メニュー】豚肉の柳川煮、ひじきのマヨ和え

ごはん、じゃがいもの味噌汁、黒糖ビーンズ
【参加費】１００円（当日受付時）
【定 員】 小学生 ２５人（先着順）
【持参品】 エプロン・三角巾・ふきん・筆記用具
【申込先】 自由ヶ丘コミセン ☎３２－５５９４
【締切日】 ７月30日（日）

いまヨガ教室

一緒にヨガやりましょう!!
初めての方、大歓迎です
１回体験 １０００円

【日 時】
（毎週木曜日）19：15～20：15

自由ヶ丘コミセン ホールＡ
（毎週土曜日）10：30～11：30

自由ヶ丘コミセン カルチャールームＢ
【講 師】 古里 利恵
【連絡先】☎080－6628－1636

♪なか森で遊ぼう！♪
《主催》青少年育成部会

【日 時】7月1日（土）10：00～14：00

【場 所】自由ヶ丘小学校の校舎裏

＊雨天の場合は自由ヶ丘小学校の体育館で行います。

＊昼食は、育成部会でご飯を準備します。

自分でおにぎりを作って食べようね！！

＊就学前のお子さんが参加される場合は、保護者同伴。

＊ケガと事故については自己責任のもとでお願いします。


