
区域：各自治会の管理区域 

揚げた土などは交差点あたりに集めてください。 

 

※新型コロナウイルス感染防止対策を実施しながら熱中

症にも注意して，適宜休憩や水分補給をしてください。 
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自治会連合会会長 

松井自治会長 
今仁 伸司 福祉を高める会会長 

ボランティアの会代表 
座本 正美 

沖上丸山自治会長 

児童支援の会（CSA）代表 
谷本 浩一 防犯組合組合長 

地域安全推進委員会代表 
間弓 治通 

高丸自治会長 菅原 幸雄 体育会会長 坂本 守正 

沖東自治会長 坂田 敬志 東防火協会野々浜支部長 坂田 正和 

沖南自治会長 浦岡 保夫 まちづくり支援の会会長 小笠原伸二 

坂里自治会長 一宮 朋子 交通安全自治会会長 澤山 義勝 

友の会自治会長 近森規公美 公衆衛生委員会会長 中川 重治 

浜・宮の前自治会長 小笠原啓殖 子ども会育成連絡協議会会長 曽我 尚美 

ラポール福山町内会長 田中 秀悟 青少年育成員協議会会長 村上 明宏 

茂平坂里自治会長 和田 圭吾 松井シニアの会会長 鍋倉喜代士 

サニープレイス福山 大和リビング福山 金蘭社社長 沼本 竜正 

ふれあい委員会委員長 
明るいまちづくり協議会中央委員 

寺本 秀利 第１６区民生委員児童 

委員協議会会長 
田原美恵子 

自主防災連絡協議会会長 

自治会連合会顧問 
坂本 孝之 野々浜寿会会長 

シルバークラブ連合会会長 
宮地 徹三 

まちづくり推進委員会委員長 坂本 致孝 福山市消防団大津野分団 

分団長 
塩出 満男 

土木常設員 坂本 周則   

 

（敬称略） 



 

内 容 サークル名 活動日 時 間 

フォークダンス パンジー 第１・３ （月） １３：３０～１５：００ 

ラージボール 

ピンポン 

野々浜ラージボール

ピンポン 

毎週   （火） 

     （木） 

１３：００～１６：００ 

太極拳 竹の子の会 毎週   （火） １０：００～１２：００ 

琴 加絃会 第１・３ （火） １３：３０～１６：３０ 

洋裁 洋裁サークル 毎週   （火） １０：００～１２：００ 

写真 写ッターチャンス 

の会 

奇数月第１（火） １０：００～１１：３０ 

書道 書道教室 毎週 （火）（木） 
第２週のみ（木）→（水） 

１６：３０～１９：００ 

３B ３B 体操 第２・４ （水） １０：００～１１：３０ 

囲碁・将棋 野々浜囲碁将棋 

同好会 

毎週   （水） １３：００～１６：３０ 

大正琴 琴成流アンサンブル

愛好会 大正琴 

第１・３ （木） １３：３０～１６：３０ 

ヨガ 野のヨガ 毎週   （木）  １０：００～１２：００ 

クラシックギター クラシックギター 

同好会 

毎週   （金） １０：００～１２：００ 

空手 誠道館福山西  

空手教室 

毎週   （金）  １８：３０～２１：００ 

絵手紙 さくらの会 第１・３ （金） １３：３０～１５：３０ 

踊り（新舞踊） おどりの会 第１・３ （金） １３：３０～１５：３０ 

レザー レザーサークル 毎週   （土） １０：００～１３：００ 

ヨガ Yoga 笑み 第１・３ （土） １０：００～１１：３０ 

ステンドグラス 期間限定   

キッズクッキング キッズクッキング 

サークル 

不定期  

子供向け 

お菓子作り 

キッズシュガーポッ

トの会 

夏・冬休み  

２０２２年度（令和４年度） 
 

 

【問い合わせ先】野々浜公民館☎９４３－９４１２ 



 

２０２２年度も，人と人とのつながりや世代間交流を大切にしながら，地域のみな

さんが心も体も健康に，安心して暮らすことのできる楽しい講座を企画しています。 

お気軽にお申し込みください。大勢の参加をお待ちしております。 

①５月１２日（木）スマホを使って繋がり力を高めよう！健康長寿講座 

  １３：３０～ 

②５月２６日（木）オリンピアンに教えてもらおう！健康長寿フレイル予防体操 

  １０：００～ 

③６月２２日（水）住み慣れた地域で暮らすためのケアシステムを学ぼう！ 

  １０：００～ 

④６月２５日（土）「親の力を学び合う学習プログラム」 

  １０：００～ 

⑤９月上旬    地元の食材を利用した料理教室 

 

⑥１１月上旬   ゆずを丸ごと使った柚子胡椒とジュース作り 

 

⑦１２月中旬   環境にやさしいしめ縄作り 

①８月上旬    見たい！知りたい！さわりたい！夏休み科学実験教室 

②８月下旬    おもしろ防災教室 

③８月下旬    廃材を使っておもちゃを作ろう！ 

④８月下旬    子ども料理教室 

⑤１２月４日（日）年末クリーン作戦 

⑥１２月下旬   教えて！じぃじ・ばぁばのとんど飾り 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては急遽予定を変更，または中止する場合があります。 

～食生活改善推進員指導講座～ 
シニア料理教室 

キッズキッチン 

今年度の予定が決まり次第お知らせします。 

～運動普及推進員指導講座～ 
シャキシャキ体操 

毎月第１・２水曜日 

１３：３０～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内 容 日 時 場 所 

ＰＴＡ資源回収 ５月１５日（日） ８：００～ 各ゴミステーション 

介護無料相談・健康作り運動 ５月２３日（月）９：４０～１１：３０ 野々浜公民館 会議室 

  

 

 

❤と き：６月 １日（水） 

     ６月 ８日（水） 

     １３：３０～１５：００ 

❤持参物：タオル・飲み物 

室内シューズ・マスク  

❤場 所：野々浜公民館 会議室 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては急遽予定を変更，または中止する場合があります。 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては急遽予定を変更，または中止する場合があります。 

 

社会教育活動事業   ののはま版 SDGｓ活動 

☆運動普及推進員指導 

☆と き：５月２６日（木）１０：００～ 

☆会 場：野々浜公民館 会議室 

☆講 師：坂本直子さん 

☆参加費：無料 

☆持参物：汗拭きタオル・飲み物 

室内シューズ 

☆定 員：１５人程度 

☆申込み締め切り：５月２０日（金） 

野々浜公民館 ☎９４３－９４１２ 

 

と き：５月２７日（金） 

    １３：３０～１４：００ 

ところ：野々浜公民館 駐車場 

※毎第１水曜日・第２水曜日に開催 

昨年夏休みに開催を予定していた子ども陶芸

教室が，緊急事態宣言により中止となり，１月に

再度計画しましたが，まん延防止期間になりやむ

なく中止となりました。 

参加の申込みをしていた子どもたちに材料の

粘土を配り各自で作ったものを陶芸の先生に渡

し焼いてもらいました。 

みんなで集まっての開催はできませんでした

が，個性豊かな作品ができました。 

☆作品の一部を公民館で展示しています。 


