元気アップ↑ みんなでラジオ体操！
●問合せ先

生涯学習課社会教育係☎72-2111

ラジオ体操は体の代謝がよくなり、健康の維持・増
進、そして体力向上へとつながります。また世代を超え
て楽しめる日本の文化でもあります。家族で一緒に体を
動かしませんか？
●日時 ９月１日（日）
【第一部】午前９時30分〜10時
乳幼児とその保護者
〜親と子いっしょに体を動かしましょう！〜
【第二部】午前10時30分〜11時
小学生から大人まで
〜ラジオ体操の基本をおぼえましょう！〜
●会場 生涯学習センター七夕ホール
※申込不要

N H Kテレビ体操で
おなじみの
二人がやってくる！
二人の指導のもと、
楽しく体操しませんか。

た ごはじめ

多胡肇さん

し みず さ き

清水沙希さん

たなばた学遊倶楽部 心に届ける朗読講座 受講生募集
●申込・問合せ先

生涯学習課社会教育係（生涯学習センター内）☎72-2111ファクス73-5222
Ｅメールogori-sg@awg.bbiq.jp

心に響く朗読の仕方を基礎から学びます。発音、アクセント、イントネーション、間の取り方、感情移入の
仕方などを丁寧に指導します。
●期日 ９月５日〜11月28日の木曜日
（11月７日を除く、全12回）
※12月３日（火）に合同発表会
●時間 午後１時30分〜３時30分
●会場 生涯学習センター
●対象 50歳以上の市内在住者
●講師 竹中圭子さん
（大刀洗平和記念館朗読「祈りの会」朗読講師）
●定員 20人（定員に満たないと開講しない場合あり）
●受講料 3,000円（全回分）※支払い後の返却不可

●申込方法
窓口、ファクス、Ｅメールのいずれかで、①講
座名「心に届ける朗読講座」②氏名（ふりがな）③
生年月日④年齢⑤性別⑥郵便番号⑦住所⑧電話
番号を明記し、申込み
※Ｅメールで申込後、３日過ぎても返信が無い時
は、必ずご連絡ください
※申込多数の場合は、受講経験のない人を優先し
ます
●申込締切 ８月16日（金）／午後５時必着

家庭教育学級９月学習会

子どもを怒り過ぎて自分を責めてしまうママたちへ
●申込・問合せ先

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111ファクス72-7481
Ｅメールsyogai-katei@san.bbiq.jp

子どもを怒り過ぎて自己嫌悪に。そんなお母さんた
ちの気持ちに寄り添い、温かいメッセージをお届けし
ます。
●日時 ９月13日（金）
午前10時〜正午（受付９時40分〜）
●会場 生涯学習センターギャラリー
●講師 久保田陽子さん
（NPO法人ぽっぽ・わーるど副代表理事）

●受講費 300円（要申込）
●託児費 無料（未就学児まで）
※９月４日（水）までに要申込み
●申込方法
窓口、ファクス、Ｅメールのいずれかで、①氏
名（ふりがな）②住所③電話番号④託児希望の場
合はお子さんの氏名・月齢を明記し、申込み
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８月の会員作品常設展示
●展示内容
●応募・問合せ先

皆さんのご来場をお待ちしています。

書道二部（かな書道） ●会場

生涯学習センターエントランス

生涯学習課文化振興係（文化会館内）☎72-3737ファクス72-3828
〒838-0142 小郡市大板井136-1

第30回小郡市民文化祭 出品・出演者・体験教室開催者募集
●期日

11月9日（土）・10日（日）

ステージ部門

展示部門

民謡・コーラス・器楽・邦楽・舞踊・バレエ
謡曲・吟詠・着付け・その他
●会場 文化会館大ホール
●募集数 40団体
●出演時間 １団体15分（入退場時間含む）
●出演料 １〜10人 3,000円／団体
※以降、10人単位で2,000円増額
※説明会の際に納めてください
●説明会（８月30日に文化会館で開催）
詳細は、後日団体の代表者へ通知します
※説明会とリハーサルには必ず出席が必要です。
出席できない場合は、出演をお断りします

写真（六ツ切以上）・短歌・俳句・川柳・絵手紙
絵画・水墨画・書・生け花・手芸・陶芸・その他
●会場 生涯学習センター、文化会館
●出品数 一人１作品
※本人制作による未発表の作品に限る
●出品料 １作品500円（高校生以下は300円）
※申込みの際に納めてください
●説明会（８月30日に文化会館で開催）
詳細は、後日団体の代表者へ通知します

体験教室
当日、来場者が体験できる教室・講座
●会場 生涯学習センター、文化会館
●募集数 約10団体
●テナント料 １団体1,000円／日
※説明会の際に納めてください
●説明会（９月６日に文化会館で開催）
詳細は、後日団体の代表者へ通知します
※説明会で使用部屋や時間を調整します

共通事項
●対象 市内在住者
●申込方法 申込書に記入し、文化会館へ持参
※電話・ファクスでは受け付けません
※申込書は、文化会館・生涯学習センター・各校区
コミュニティセンターに設置
●申込締切 ８月22日（木）／午後５時

文化会館 初心者体験講座
文化芸術の振興、伝統文化の継承、気軽に参加できる機会づくりを目的に、
小郡市文化協会の講師による初心者体験教室を開催します。

茶道

裏千家

お茶の飲み方、お菓子
の頂き方など、初心者で
も伝統文化の茶道が気軽
に学べます。
●日時 ８月10日（土）
17日（土）
午前10時〜正午
●会場 文化会館和室
●対象 小学生以上
●受講料 500円／日
●定員 ５〜10人
●持参物 白くつ下
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謡曲

日本最古の能楽「謡曲・仕舞」の体験をしま
す。祝事に役立つお謡い三番、祝舞をお伝え
します。
●期日 ①９月22日（日）②10月19日（土）
③12月１日（日）④２月８日（土）
●時間 ①③午前10時〜正午
②④午後２時〜４時
●会場 文化会館和室
※②は生涯学習センター会議室１
●対象 どなたでも
●受講料 無料
●定員 １〜５人
●持参物 白タビまたは白くつ下

●申込方法
窓口、電話、ファクス

茶道

表千家

茶道の基本的な所作を身に
つけ、お抹茶の飲み方、お客
のもてなし方などを学びます。
●期日 ９月12日・26日
10月10日・31日
（全て木曜日）
●時間 午前10時〜正午
●会場 文化会館和室
●対象 どなたでも
●受講料 500円／日
●定員 ２〜10人
●持参物 白くつ下

第18回スポーツレクリエ
第18回スポーツレクリエーション大会参加者募集
ーション大会参加者募集
兼第29回クロスロードスポーツ・レクリエーション祭予選会
兼第29回クロスロードスポーツ・レクリエーション祭予選会
●申込・問合せ先
スポーツ振興課スポーツ推進係（市野球場内）☎75-2373ファクス75-2454
〒838-0115 小郡市大保427-1 Ｅメールsports@city.ogori.lg.jp

●対象

小学生以上の市内在住者
（ふらばーるボールバレーのみ市内在勤・在学者も可）
●参加費 無料
●申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、窓口（市野球場内）、
ファクス、郵送、Ｅメールのいずれかで申込み

※ファクス、Ｅメール送信後は確認の
電話をお願いします
※申込用紙は市野球場、市体育館また
は市ホームページから取得できます
●申込締切 ８月20日（火）

ラージボール卓球

スポンジテニス

●日時 ９月７日（土）／午前８時30分〜
●会場 市体育館
●編成 １チーム６〜８人（35歳以上）
監督１人（兼選手可）、シングルス男女各２人（計４人）、
ミックスダブルス１組（２人）、交代員１人
※シングルス４人とミックスダブルス１組による対抗戦。
シングルスとダブルスに重複しての出場はオープン参加
※女性２人でのミックスダブルス出場可
※年齢基準日は平成31年４月１日現在

●日時
●会場
●編成

ふらばーるボールバレー
●日時
●会場
●編成

９月７日(土)／午後１時30分〜
市体育館
１チーム５〜８人(年齢・性別不問）
監督１人(兼選手可)、競技者５人、交代員２人
※市内在勤・在学者も可(クロスポ祭へは出場できません）
★ふらばーるボールバレーとは★
おにぎりのような変形ボールを使ったバレーボール型のレク
リエーションスポーツです。ボールのはねる
方向に意外性があり、予想のつかない動きを
します。
練習用のボールを貸し出します。興味のあ
る人は、お気軽にお問い合わせください♪

９月７日（土）／午前８時30分〜
市体育館
１チーム４〜７人（年齢不問）
監督１人（兼選手可）、
競技者４人（男女ペア２組）、
交代員２人
※ダブルスでの対戦
（男女ペアまたは女子ペアでの出場）

室内ペタンク
●日時
●会場
●編成

９月８日（日）／午前８時30分〜
市体育館
１チーム３〜６人
（年齢・性別不問）

ターゲット・バードゴルフ
●日時 ９月８日（日）／午前８時30分〜
●会場 市陸上競技場
●編成 個人（年齢・性別不問）
※雨天時は９月15日（日）に延期し、生涯
学習センター七夕広場で開催します

ライジングゼファーフクオカ
バスケットボールクリニック参加者募集
●申込・問合せ先 （一社）小郡市スポーツ協会事務局（市野球場内）☎80-5970ファクス80-5967
〒838-0115 小郡市大保427-1 Ｅメールsports@ogori-taikyo.org
●日時 ９月１日（日）／午前10時〜正午
●会場 小郡小学校体育館
●対象 小学生※未経験者、初心者も参加可
●参加費 500円（小郡市スポーツ協会登録者は300円）※教室当日、受付時に支払い
●申込方法 申込用紙に記入し、窓口・ファクス・Ｅメールで申込み
※申込用紙は、協会ホームページから取得できます
※ファクス・Ｅメール送信後は、確認の電話をお願いします
●申込締切 ８月28日（水）／午後５時
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