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―いろんな人が行き交う、ひとつ屋根の街― 

    

市⺠活動プラザ六中 
【４月のご利用者数】一般来館者３，０５５人、合計４，５７８人でした。六中の新名所、六中食堂をよろしくお願いいたします！！ 

六中で 知ろう 学ぼう 

２０１４ 

    

第 1 回講座開催！ 
毎月１回講師をお招きして、『知っていると

便利かも、学んでみるとおもしろいかも』

をテーマに、六中地域マイスター講座が 

５月１３日（火）から始まりました。 

第１回目は帯広市清掃事業課の西本幸宏氏

にごみの分別をお話ししていただきまし

た。知っているようで知らないごみの分別

に受講者からも質問が飛び出し、あっと言

う間の１時間でした。 

次回は６月３日。 

第１回目を受講 

された方は、 

【受講証】 

をお忘れなく 

ご参加ください。 

地域マイスター講座 
全日程出席の方には記念品を贈呈！ 

第２回目の講座は 
６６６６月月月月３３３３日日日日（（（（火火火火）ＡＭ）ＡＭ）ＡＭ）ＡＭ１０１０１０１０::::３０３０３０３０    

プラザプラザプラザプラザ六中六中六中六中３３３３ＦＦＦＦ    第第第第１１１１会議室会議室会議室会議室において 
「「「「さあさあさあさあ、、、、春春春春だだだだ！！！！交通安全交通安全交通安全交通安全だだだだ！！！！」」」」をテーマに開
催いたします。 

帯広警察署交通課のおまわりさんをお招き
して、交通安全のお話をしていただきます。
これを機に交通ルールの再確認をされては
いかがでしょうか？  
参加費は無料。参加ご希望の方は５月３０日
までに、プラザ六中≪２４－７５９８≫まで
お電話下さい。 
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３月末でサポーター登録の期限が切れ、更新手続更新手続更新手続更新手続きがおきがおきがおきがお済済済済みではないみではないみではないみではない場合場合場合場合、、、、来月来月来月来月からからからから

プラザプラザプラザプラザ六中六中六中六中ニュースニュースニュースニュース（（（（本紙本紙本紙本紙））））がががが届届届届かなくなりますかなくなりますかなくなりますかなくなります。。。。サポーター登録をご希望されず、

ニュースが必要な方のために、プラザ六中正面玄関にご用意しておりますので、

ご自由にお持ち下さい。 

合わせまして、更新のお手続きも行なっております。よろしくお願いいたします。 
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—各種団体による館内のご見学もお待ちしています— 

まずはお電話でご相談ください。事前オリエンテーションにも伺います。 裏⾯に、６月の予定表あります。 

６プラで自分のできるコトに出逢う  
—「六中サポーター」登録ご希望の方は 500 円をご持参ください—  

市⺠活動プラザ六中 
開館時間 9:00～17:00（日曜・祝日休館） 

帯広市東 11 条南 9 丁目 1 番地 TEL：0１55-24-7598㈹ 

●市民活動プラザ六中 公式ホームページ 

http://plazarokucyu.web.fc2.com/ 

●市民活動プラザ六中 ソフト事業推進室 facebook 

http://www.facebook.com/plaza6cyu 
『『『『服地服地服地服地・・・・布地布地布地布地』』』』のごのごのごのご寄附寄附寄附寄附をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします（（（（ソフトソフトソフトソフト事業推進室事業推進室事業推進室事業推進室））））    

皆さまのご家庭で、買ったけれど使わなかった『服地』『布地』はござい

ませんか？ 

今年の六中祭で『布地バザー』を企画しています。売り上げは、市民活

動プラザ六中の運営費として活用させていただきます。９０㎝×５０㎝以

上であれば、大きくても大丈夫です。(これ以下のサイズは今回は集めま

せん。)まずは、お電話ください。         ２４－７５９８（六中） 

※保安上、ご来館の際は「来館者名簿」にご署名ください。 
2F 管理事務所 

（内線 212） 
市民活動プラザ六中 ソフト事業推進室  

清水 玲子・甲谷 千春・奥田 広美 
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6 月の予定表                いろんな⼈が⾏き交う、ひとつ屋根の街―市⺠活動プラザ六中 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

１１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    

    
    
    
    
    

    地域地域地域地域マイスターマイスターマイスターマイスター
講座講座講座講座    

（（（（10:30～～～～11:30））））    

やさしいやさしいやさしいやさしい太極拳太極拳太極拳太極拳    
（（（（13:30～～～～15:00））））    

    ふまねっとふまねっとふまねっとふまねっと    
（（（（10:00～～～～11:30）））） 

べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    
（（（（11:30～～～～12:30）））） 

 

    

８ ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    １３１３１３１３    １４１４１４１４    

    
    
    
    
    

        やさしいやさしいやさしいやさしい太極拳太極拳太極拳太極拳    
（（（（13:30～～～～15:00）））） 

 べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    
（（（（11:30～～～～12:30））））    

    

１５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    １９１９１９１９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    

    
    
    
    
    

ふまねっとふまねっとふまねっとふまねっと    
（（（（10:00～～～～11:30）））） 

べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    
（（（（11:30～～～～12:30）））） 

    

    8888 のののの日日日日ジャンプジャンプジャンプジャンプ    
（（（（10:00～～～～11:30）））） 

べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    
（（（（11:30～～～～12:30））））

やさしいやさしいやさしいやさしい太極拳太極拳太極拳太極拳    
（（（（13:30～～～～15:00））））    

    べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    
（（（（11:30～～～～12:30））））    
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        移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館    
（（（（10:15～～～～10:45））））    
やさしいやさしいやさしいやさしい太極拳太極拳太極拳太極拳    
（（（（13:30～～～～15:00））））    

ふまねっとふまねっとふまねっとふまねっと    
（（（（10:00～～～～11:30）））） 

べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    
（（（（11:30～～～～12:30）））） 

    
    
    

べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    
（（（（11:30～～～～12:30））））    

8888 のののの日日日日ジャンプジャンプジャンプジャンプ    
（（（（10:00～～～～11:30）））） 
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ふまねっとふまねっとふまねっとふまねっと    八八八八のののの日日日日ジャンプジャンプジャンプジャンプ    やさしいやさしいやさしいやさしい太極拳太極拳太極拳太極拳    移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館    べんぞうべんぞうべんぞうべんぞう商店商店商店商店    行事予定に関しまして 

上記の行事予定は 5/10 現在の

予定となっており、運営の都合上

急な変更等が発生する場合が 

ございます。ご了承ください。 

あみを踏まないよ
う注意深く歩く、
身体に優しい運
動です。無理なく
続けられます！ 
６のつく日に開催    

お陰様で 
活動１周年！ 

８のつく日は笑い
の絶えない、八の
日ジャンプでリフ
レッシュ♪    

毎週水曜日に開
催しています。ど
なたでもできる楽
しい運動はいかが
ですか？    

帯広市立図書館
が六中に！毎月
第４水曜日 
『ナウマン号』が
来ています♪    

平日の６の日と８
の日、さらに毎週
金曜日に出張開
店中です！ 
いつもは東２南６ 
電信通りでオープン    

六中 PLAZA NEWS に掲 されている 細内容細内容細内容細内容については… 六中 PLAZA NEWS の編 に するお問い合わせは… 

市民活動プラザ六中 ソフト事業推 室 
電話   0155-24-7598㈹ 

メール plaza6cyu@gmail.com 

ワークサポートふれあい内 六中 PLAZA NEWS 編 室 
電話   0155-23-6699   ＦＡＸ0155-23-6644 
六中 PLAZA NEWS は市民活動プラザ六中 にある、 がい 就労支援
事業所【ワークサポートふれあい】にて編 ・印刷・封函しています 

 

六中六中六中六中のののの杜杜杜杜がががが    
新緑新緑新緑新緑のののの季節季節季節季節をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました♪ 

お散歩途中の休憩場所としても 
オススメです！ 

緑の中でリフレッシュは 
いかがですか？ 

 

『ふまねっと』『やさしい太極『ふまねっと』『やさしい太極『ふまねっと』『やさしい太極『ふまねっと』『やさしい太極拳拳拳拳』』』』    

『８の日ジャンプ』『８の日ジャンプ』『８の日ジャンプ』『８の日ジャンプ』    

←このマークに注目！ 

このマークがついている日は 

六中食堂の営業日です♪ 

地域マイスター講座 

【さぁ、春だ！交通安全だ！】 

帯広警察署交通課の方を 
講師にお招きして 

６月３日(火) 開催！！ 

 


