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だより

ヴ ィ ー ブ ル &情
コ ミ ュ ニ テ ィ 報

ヴィーブルくん

のんびり散策！｢春ウォーキング｣ 平成22年度コミュニティ
学習発表会

ヴィーブルトレーニングルーム・
合志歴史資料館・合志図書館 3月31日（木）

　春を探しに合志路をのんびり歩きませんか。
　ヴィーブルを起点に飯高山周辺を回るコースです。
●集合場所　ヴィーブルふれあい緑地
　※�雨天時は、ヴィーブルでニュースポーツを実施
●と　　き　3月 26日（土）
●受　　付　午前 8時 30分～
●出　　発　午前 9時～
●距　　離　約 8km
●所要時間　約 3時間
●参加資格　市内在住または在勤・在学者
●参 加 費　300円 ( 保険代含・参加賞あり)
●持参品など　�履きなれた靴、　雨具、お碗とお箸
　　　　　　　（豚汁を用意します）
●申込方法　�ヴィーブル、御代志市民センター、泉ヶ

丘支所、須屋支所へ参加費を添えてお
申し込みください。

　　　　　　(午前 8時 30分～午後 5時 )
　　　　　　※土・日・祝日はヴィーブルのみ
●申込締切　3月 18日（金）午後 5時（厳守）
●問い合わせ先
　生涯学習課　スポーツ振興班（ヴィーブル）
　☎２４８－５５５５

　市内コミュニティ講座の発表会を次のとおり開催しま
す。一年間の学習の成果をぜひご観覧ください。

開催日　3月 13日 ( 日 )
中央コミュニティ学習発表会
　●開　会　午前 9時 30分
　●ところ　御代志市民センター
須屋コミュニティ学習発表会
　●開　会　午前 9時
　●ところ　須屋市民センター
黒石コミュニティ学習発表会
　●開　会　午後 1時
　●ところ　黒石市民センター
野々島コミュニティ学習発表会
　●開　会　午後 1時
　●ところ　野々島公民館

●問い合わせ先
　生涯学習課　生涯学習班（御代志市民センター）
　☎２４２－１１９０

受講を希望する人は、下記の方法でお申し込みください。

生涯学習主催事業「家庭菜園教室・園芸教室」開講！

●申込期限　3月 24日（木）
●申込方法　窓口または電話でお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先　生涯学習課　生涯学習班（ヴィーブル）　☎２４８－５５５５
　※申し込みが定員を超えた場合は、抽選で決定します。結果については、ハガキでお知らせします。

　児童館は、児童に健全な遊び

場・機会を提供し、子どもの心身

ともに豊かな発達ができるように

支援するところです。行事の詳し

いお問い合わせは各児童館にお

問い合わせください。

※�お金やゲーム機など貴重品は

持ってこないように、また、持

たせないようにしてください！

４月西児童館イベント

午前8時30分～午後5時15分
祝日、第4月曜日

開 館 時 間
休 館 日

泉ヶ丘市民センター
児童館 ☎248-3453

午前8時30分～午後5時
月曜日、第2日曜日、祝日

開 館 時 間
休 館 日

西児童館 ☎242-7008

東児童館 ☎248-5203
午前8時30分～午後5時
月曜日、第2日曜日、祝日

開 館 時 間
休 館 日

と　き　4月 2日 ( 土 )�午前 10時～午後 1時
ところ　黒石区プレーパーク　
対　象　小学生以上の親子
　　　　※�乳幼児のご家族の参加希望はお問い合わ

せください。
定　員　10家族程度
参加料　一家族 300円　※お米（1人 1合）
内　容　�竹の子を掘り、堀りたての竹の子を使って料

理して、みんなで春を感じよう！！
持ってく る物　軍手、マイはし、マイ器、飲み物

プレーパーク一般『竹の子ほり＆クッキング』

※�受付開始　3月 9日（水）午前 9時～ふれあい館こど
も支援センターまで
※『プレーパーク一般』のみ受付は窓口まで参加費、お
米を持参でお願いします。その他のイベントは電話予約
できます。

　受付時間　�午前 9時～午後 7時（月～金）
　　　　　　※祝日はお休み

と　き　4月 29日（金・祝）
　　　　①午前 9時 30分～ 10時 30分
　　　　②午前 11時～正午
　　　　③午後 1時～ 2時
ところ　ブリヂストンテニスハウス熊本北
対　象　4歳～小学 6年生
定　員　60人
参加料　無料
持ってくる物　飲み物、タオルなど

ゴールデンウィーク特別企画『キッズテニススクール』

と　き　4月 5日（火）午後 2時～ 4時
　　　　（5・6月の月 1回実施・3回シリーズ）
ところ　ふれあい館　交流ホール
対　象　�中・高校生（基本、3回連続で参加できる人）
定　員　10人程度
参加料　無料
内　容　�経験者、未経験者でドラムを叩いてみたい

人、どなたでもご参加ください。

中学・高校生イベント『ドラムレッスン☆パート１』

と　　き　3月 26日（土）午前 11時～午後 2時
対　　象　小学生、中学生
定　　員　12人
参 加 料　無料
内　　容　�春を探しての散策、みんなでおにぎり会食、

スライム作り
持ってくる物　水筒（お茶など）、レジャーシート
申込期間　3月 15日（火）～ 20日（日）
※定員になり次第、締め切ります。

春の“わくわくお楽しみ会”

　リズム遊び、製作、クッキング、菜園活動、散策、
体験学習など、親子のふれあい活動を気軽に楽しめ
ます。皆さんの参加をお待ちしています。
開催日時　�毎週木曜日　午前 10 時 30 分～（1時

間程度）※春・夏・冬休み中はお休みです。
対 象 者　乳幼児とその保護者
参 加 料　無料
申込開始　3月 25日（金）

幼児教室「つくしんぼ」参加者募集！

　就学前の幼児とその保護者を対象に、子育ての応
援を行なっています。�皆さんも参加してみませんか。

[すくすくクラブ]
開催日時　毎週火曜日
　　　　午前10時30分～
対 象 者　2歳～就学前の�幼
　　　　児とその保護者
定　　員　50組

[ぴよぴよサークル]
開催日時　毎週金曜日
　　　　午前10時30分～
対  象 者　2歳未満の乳幼　
　　　児とその保護者

定　　員　50組

●�「すくすくクラブ」「ぴよぴよサークル」の重複参加はで
　きません。
●定員になり次第締め切ります（先着順です）。
●参加料は無料です。
●申込開始　3月17日（木）～　午前10時～午後4時
　　　　　　直接、児童館窓口で受け付けます。

すくすくクラブ、ぴよぴよサークル参加者募集

と　き　�3月 26日（土）、30日（水）、4月2日（土）、
6日（水）　午後2時～3時

　　　　※�午後 1時～ 2時までに名簿に名前を記入し
てください。受付順にとびます。

春休みお楽しみ企画「トランポリンをたのしもう！」

月 末 休 館 日

〈家庭菜園教室〉
●内　　容　�季節野菜の植え付けから、栽培・収穫

までを年間通して行ないます。
●講　　師　衛藤�義廣�さん
●開 講 日　4月 6日（水）午前 10時～正午
※開講日以降は、毎週水曜日の午前 9時～ 11時
　（平成 24年 3月まで開催）
●と こ ろ　合志市学習農園（ヴィーブル東側）
●受 講 料　2,000 円
●材 料 代　年間で3,000 円程度
●募集人数��25 人程度

〈園芸教室〉
 ●内　　容　�草花の育て方（土作り、水やり、肥料）

などガーデニングの基礎を楽しく学びま
す。

●講　　師　平山�尚
ひさ

信
のぶ

�さん
●開 講 日　4月 5日（火）午前 10時～正午
※開講日以降は毎月第 1・3火曜日（全 14回）
●と こ ろ　ヴィーブル東側駐車場横ビニールハウス内
●受 講 料　1,000 円
●材 料 代　前半・後半�各 2,000 円
●募集人数　20人程度
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