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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 
【６月のご利用者数】一般来館者３，５９９人、合計５，０７１人でした。六中の杜に子リスが！！運が良ければ出会えるカモ！ 

第３回  六中七夕六中七夕六中七夕六中七夕 
    

『『『『ローソクもらいローソクもらいローソクもらいローソクもらい』』』』    
 

診察開始！ 
７月からおもちゃ病院 六中分院での診察
が始まりました。 
動かなくなったおもちゃを手に数名の方が
診察に訪れました。 
８月もおもちゃドクター高橋先生（日本お
もちゃ病院協会）の診察があります。 
動かなくなった思い出のおもちゃがありま
したら、ぜひお持ちください。 
８月５日（火）  ８月１９日 （火） 

午前１０：３０～１３：００ 
１F 北棟 交流スペース 

診察は無料です。 
部品代、電池代が 
必要になるかも 
しれません。 

恒例になりました「ローソクもらい」が今年も
開催されます。 
小学６年生までのお子さんなら、どなたでも参
加できます。 
六中館内の事業所前で「竹に短冊七夕祭り～」と
歌を唄うと、お礼にお菓子がもらえます。 
この行事は北海道の一部地域で今も行われて
いる七夕の風物詩です。 
夏休みの思い出にぜひ参加ください。 

８月７日（木） １回目 午前１０：３０～ 
         ２回目 午後 １：３０～ 
集合場所 市民活動プラザ六中 

正面玄関ロビー 
上記時間で自由参加できます。 
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全館全館全館全館休館日休館日休館日休館日のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））    全事業所全事業所全事業所全事業所休業休業休業休業のためのためのためのため、、、、休館日休館日休館日休館日とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。    

そのそのそのその他他他他、、、、日曜日日曜日日曜日日曜日／／／／祝祭日祝祭日祝祭日祝祭日    年末年始年末年始年末年始年末年始もももも全館休館日全館休館日全館休館日全館休館日となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 
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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、８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 

８月  

おもちゃ病院 
六中分院 



8 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 
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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）））） 

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）））） 

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）））） 

六中六中六中六中    七夕七夕七夕七夕    
ろうそくもらいろうそくもらいろうそくもらいろうそくもらい    
１１１１回目回目回目回目⇒⇒⇒⇒10:30～～～～ 

２２２２回目回目回目回目⇒⇒⇒⇒13:30～～～～ 

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）））） 

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））））    

街街街街のパンのパンのパンのパン屋屋屋屋さんさんさんさん    
（（（（11:30～～～～12:30）））） 
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        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））））    
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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）））） 

 

 

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））））    
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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
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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））））    

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））））

街街街街のパンのパンのパンのパン屋屋屋屋さんさんさんさん    
（（（（11:30～～～～12:30）））） 

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）））） 
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（（（（11:30～～～～12:30））））    
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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 

 

←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♪ 

『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』    

行事予定に関しまして 

上記の行事予定は 7777/10/10/10/10 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。 

地域マイスター講座 
市民活動プラザ六中って 

どんなとこ？  

ソフト事業推進室 

清水 玲子が講師を務め 

８月２６日(火) 開催！！ 


