みかわ地域だより 23 号

港まつり運営委員会

会長

入江

裕二郎

第 54 回港まつりは、7 月 18 日（土）、19 日（日）に昨年開催した三池港インター北側を会場に
開催予定です。海の日式典を皮切りに、大蛇山、子ども神輿、総踊り、ステージイベント、ランタ
ン、うまいもん市と、楽しんでもらう港まつりにしたいと思っています。今年の大型ランタンは旧
三井港倶楽部を新しく作り変えています。また、港まつり手形（木札）の焼印は宮原坑を制作して
こんにちは！３年目を迎えます、館長の村上です。
昨年度も地域の皆さんにご協力いただき、公民館事業を滞りなく終ることができ
誠にありがとうございました。今年度も、地域の皆さんが楽しく安全にそして安
心して活動できる拠点として、また職員も皆さんと一緒に楽しめる講座を計画し
たいと思っております。皆さんのお知恵をお借りして、有意義な１年間になるよ
うに努力します。今年も宜しくお願いします。
三川地区公民館館長 村上 裕一

湯汲智香（退職の挨拶）
皆さんと出会い、たくさん可愛がっていただきながら過
ごした三年間は、私の人生において、幸せな宝となりま
した。こんなにあたたかい場所を離れるのは、心にぽっ
かり穴が空いたような気がしてとても寂しいですが、皆
さんに教えていただいたことを胸に、新しい一歩を踏み
出したいと思います。本当にありがとうございました。

中嶋美恵（新任挨拶）
４月の異動で三池地区公民館から来ました。
三川地区公民館の皆さんのお顔とお名前が分からずご迷
惑をおかけすることが多々あると思いますが、一日でも
早く慣れていきたいと思っていますので、どうぞ宜しく
お願いします。
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てもらえるようになりました。昨年以上に港まつりを盛り上げたいと関係者一同考えていますの
で、今年も資金源となります大小ランタン、木札、夏祭り T シャツの購入、募金等を市民の皆様に
ご協力お願い申し上げます。
今年のメイン巨大ランタンは
旧三井港倶楽部を本体の 16 分の 1 の
大きさで再現します。7 月初旬の完成
を目指しています！
部品の切り出しが終了（4 月中旬）
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いますので、楽しみにしていて下さい。港まつりも年々遠く関東、関西、九州一円から来場者が来
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地域担当職員
田中

悠司

明るく楽しい地区公民館とし
て、今年も多くの行事や講座を
予定しています。地域、サーク
ルを職員一同精一杯支援して
いきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

飾りランタンも順調に制作中

旧三里小学校体育館でランタン制作を行っています。現在、制作ボランティアを
募集しています。朝 10 時から 12 時まで、昼休み後、午後１時から４時までの
作業です。簡単な軽作業ですのでたくさんのご参加をお願い申し上げます。

天領校区まちづくり協議会

会長

大滝

裕久

青葉若葉が目にしみて、暑からず寒からずの好季となりました。皆様にはお変わりなくお過ごし
のことと思います。日ごろより、天領校区の皆様におきましては天領校区まちづくりにご協力頂き
心より感謝申し上げます。さて、この度みんなでつくる住みよい地域づくりを実現するために、市
の支援の一環として「天領校区コミュニティセンター」が整備されました。地域住民の自主的、自
発的な活動を促進するためのものです。今日まで、天領校区には町内公民館が 1 箇所も無く、三川
地区公民館までは距離的にも遠く、皆様にはご不便を掛けていたことと思います。我々、長年の念
願の天領校区コミュニティセンター（愛称：かおみしり）は赤ちゃんからお年寄りまで誰でもが、
いつでも気楽に集える天領校区の憩いの場所を目指して運営を行ってまいります。最小限の規則は
ありますが、気軽に利用していただければ幸いです。天領校区のコミュニティの拠点として発展し

☆三川地区地域包括支援センター☆

て行ければと考えています。しかし、出来たばかりで理想とは程遠く、当分の間常時開館が出来ず、

主任介護支援専門員：山崎 美香
介護支援専門員：高口 裕子

☆警備・清掃担当☆

予約時のみの開館となり、皆様にはご不便をおかけいたします。最大の課題は、常時（7 時～22 時）

社 会 福 祉 士：米田 直樹

夜間警備：大坪 紀年

開館する為には管理者を常駐することが不可欠であります。現時点では、財源（人件費）
、人材の確

看 護 師

：戸上 久子（新任）

中村 紀久夫

介護に関する相談や悩み、健康や福祉、医療や生活に

休日警備：緒方 健次

関することなど、さまざまな相談に対応します。

清掃担当：寺中 きみ子

いつでもお気軽にご利用ください。

保の問題があるためです。まちづくり協議会でもこの課題について
いろいろ協議、検討を重ねておりますが名案が在りません。
皆様のお知恵をお借りして、早急にこの課題を解決し、理想に近い
運営を目指して行きたいと思います。皆様のご指導ご鞭撻、さらには
絶大なるご協力をお願いいたします。
明るい外観・駐車場 10 台完備

たくさんのご参加
お待ちしています！

三川地区公民館のサークル連絡会には、現在５６のサークルが加入し、和気あい
あい楽しく活動しています。今年度は、第３５回であいの文化祭、サークル体験や
研修会、コンサートなど地域の皆さまと共に楽しいひとときを過ごせる事業を計画
しています。皆さまとの出会いを心よりお待ちしております
三川地区公民館サークル連絡会

会長

高安 謙

〔生涯青春まなびの扉（健康アップ塾）〕

〔生涯青春まなびの扉（シニアデビュー塾）〕

スープで始めよう‼健康生活
＆焼きたてパン作り
６月５日（金）～７月１０日（金）
【全 6 回】

ステンドグラス工房へようこそ
～常夜灯作り～
６月１０日（水）～７月１５日（水）
【全 6 回】

健康を考えて、旬の食材を使い、栄養バランス
のよいスープとスープによく合う焼きたてパ
ンづくりに挑戦します。

初心者でも簡単にできる常夜灯作りを通して
ステンドグラス制作の楽しさを体験します

☆対象

春のサークル体験
新しい仲間、新しい趣味、新しい生きがい
に出会う春です。三川地区公民館のサーク
ル活動を体験できます。
日時：5 月９日（土）～25 日（月）
内容：脳トレ・筋トレ、社交ダンス、料理
エアロビクス、コーラス、書道、版画、
絵手紙、洋裁、パソコンなど

40 歳以上 15 名

☆対象 ６０歳以上 １２名

ふるさと大牟田講座より学ぼう

大牟田の近代化産業遺産

〔生涯青春まなびの扉（ボランティア塾）〕

三川地区公民館主催事業「ふるさと大牟田
講座」を通して、故郷への郷土愛や愛着を
育みます。

書道ボランティア講座
心と技を学ぶ 書道
６月 1８日（木）～8 月６日（木）

日時：５月 2９日（金）10 時～12 時
場所：三川地区公民館
1 階多目的ホール

【全８回】
夏休みバージョンアップ体験講座の書道教室で
講師のサポートをするボランティアを養成する
講座です。書道の基本から学びます。

〔子ども体験事業〕

夏休みバージョンアップ
体験講座
７月 21 日（火）～８月２７日（木）
公民館の夏休みはおもしろい！
お菓子づくり、書道、茶道、絵画、ダンスなど
たくさんの体験をして充実した夏休みを過ご
しませんか。

☆対象 ４０歳以上 １５名

第３５回 であいの文化祭

春待ちコンサート

地域やサークルの皆さんとの「であい」を
大切にした文化祭です。今年度は３５回記
念として盛りだくさんの内容で皆さんのご
来館をお待ちしています。
日時：10 月 2４日（土）・2５日（日）
内容：地域住民やサークル会員の皆さんに

今年度も、昨年大好評の『荒尾市民楽団
864！』に出演していただく予定です。
早春のひととき、音楽を楽しみませんか！

よる、演芸、作品展、お楽しみ体験
コーナーやバザーなど

日時：平成２８年 2 月 1４日（日）
場所：三川地区公民館
１階多目的ホール

☆対象 小学生

○部屋の貸出をしています！
◆開館時間
◆休館日
◆利用時間の区分
◆申込方法

9:00～21:30（ただし、日曜日は 17:00 に閉館です。）
毎月第１月曜日、年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）
①朝（9:00～12:00）②昼（13:00～17:00）③夜（18:00～21:30）
所定の利用申請書にご記入のうえ、窓口に提出してください。

○印刷やコピーができます！
◆学習活動や地域活動等に必要な資料の印刷やコピーが有料でできます。
◆利用時間は平日の 9:00 から 17:15 までです。
4 月 13 日、三池港あいあい広場で、三池港の世界遺産登録

○本が借りられます

に向けた美化活動の取組みとして、地元の三池港三川地区振
興会や不知火保育園の園児ら総勢約 40 名で、サフィニアマ
ックスピンクの花の苗植えが実施されました。150 の花の
苗は、三池港にぎわい交流拠点づくり推進協議会が「サント
リーフラワーズ・大きな花プロジェクト 2015」に応募し当
選されて送られたもので、７月から８月頃、花壇はピンクの
花でいっぱいになる予定です。

不知火保育園の園児も参加！

月曜日～土曜日

日曜日

貸

出

９：００～１８：００

９：００～１７：００

返

却

９：００～２１：３０

９：００～１７：００

◆１日に７冊まで（合計 30 冊まで）借りることができます。貸出し期間は 15 日です。
◆「としょかん利用カード」は、図書館、地区公民館図書コーナー共通です。

問合せ

三川地区公民館（52-5957）

