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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 
【５月のご利用者数】一般来館者３，３７５人、合計４，８５４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 

地域マイスター講座 
７月開催のおしらせ 

 

第 2 回講座白熱！ 
『さあ、春だ！交通安全だ！』をテーマに、
２回目の地域マイスター講座が６月３日
に行われました。帯広警察署交通課 佐藤
係長よりお話をいただき、本編終了後に
は受講者からの質問を受け付けていただ
きました。交通安全に高い意識を持った
受講者たちが白熱した議論を交わすな
ど、地域マイスター講座の醍醐味が２回目
にして早くも発揮された会となりました。 
 

次回は７月２２日(火)。 

これまでのいずれかの 

講座を受講された方は 

【受講証】をお忘れなく 

ご参加ください。 

第３回目の講座は 
プラザ六中３Ｆ 第１会議室にて 
７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火）ＡＭ）ＡＭ）ＡＭ）ＡＭ１０１０１０１０::::３０３０３０３０～～～～    

『『『『おおおお話話話話でででで旅旅旅旅するするするする開拓開拓開拓開拓のののの歴史歴史歴史歴史』』』』    
をテーマに開催いたします。 

十勝開拓の父、依田勉三ゆかりの地でもある
六中周辺の歴史を、帯広百年記念館 学芸員
大和田 努 氏に語っていただきます。 
参加費は無料。地域マイスター講座も皆様に
周知され、おかげさまで受講希望の方が増え
ております！先着順でのお申込みとなりま
すので、ご希望の方はお早目にプラザ六中 
≪２４２４２４２４－－－－７５９８７５９８７５９８７５９８≫までお電話下さい。 
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災訓練が６月１３日（金）に行われました。２階厨房を出火元に想定した 

火災に対する通報・避難の訓練は緊迫感のある訓練となりました。地震等、防げ 

ない原因が起こす突然の火災に見舞われることもあります。いざという時に冷静・ 

迅速な判断が出来るよう、日頃から備えておきましょう。 
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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、7 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 

防 

７月  



7 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    

    
    
    
    
    

        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））））    

ミートパイミートパイミートパイミートパイ販売販売販売販売    
（（（（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）））） 

 

 

 

 

    

６ ７７７７    ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

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））））

おもちゃのおもちゃのおもちゃのおもちゃの病院病院病院病院    
（（（（10:30～～～～12:00）））） 

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）））） 

ミートパイミートパイミートパイミートパイ販売販売販売販売    
（（（（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））））    

    

１３１３１３１３    １４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    １９１９１９１９    

    
    
    
    
    

        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））））

更葉園更葉園更葉園更葉園    
（（（（11:30～～～～12:00））））
花花花花咲咲咲咲かじいさんのかじいさんのかじいさんのかじいさんの

似顔絵描似顔絵描似顔絵描似顔絵描きききき 

（（（（13:00～）～）～）～） 

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））））    

ミートパイミートパイミートパイミートパイ販売販売販売販売    
（（（（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）））） 

    

    

２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６    

    
    
    
    
    

    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））））

おもちゃのおもちゃのおもちゃのおもちゃの病院病院病院病院    
（（（（10:30～～～～12:00））））    

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））））    

ミートパイミートパイミートパイミートパイ販売販売販売販売    
（（（（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））））    

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

    

２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０    ３１３１３１３１            

    
    
    
    

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）））） 

ミートパイミートパイミートパイミートパイ販売販売販売販売    
（（（（11:30～～～～12:30）））） 

 

 

 

    

        

        
    

        

 
  
 

    

    
    
    
    
    

                        

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 

 

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

『『『『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』』』』    

←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 

【お話で旅する開拓の歴史】 

帯広百年記念館学芸員の方を 
講師にお招きして 

７月２２日(火) 開催！！ 

 

行事予定に関しまして 
上記の行事予定は 6/106/106/106/10 現在現在現在現在のののの
予定予定予定予定となっており、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。 


