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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 
【７月のご利用者数】一般来館者３，８５９人、合計５，４１６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回講座 発見！ 
『お話で旅する開拓の歴史』をテーマに、

３回目の地域マイスター講座が７月２２日

に行われ、帯広百年記念館学芸員 大和田 

努様より【依田勉三ゆかりの六中周辺】に

ついてお話をいただきました。 

晩成社入植からアイヌの人々との出会い。

十勝監獄にまつわる話。熱心な依田勉三フ

ァンも唸るような、数々の貴重なお話を聞

かせていただき、晩成社の残した手書きの

地図を複写したものを記念に頂きました。 

９月の講座は１２日に

開催いたします。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。 
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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、9 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 
今年今年今年今年のののの六中祭六中祭六中祭六中祭ではではではでは「「「「布地市布地市布地市布地市（（（（ぬのじいちぬのじいちぬのじいちぬのじいち）」）」）」）」をををを開催開催開催開催    

皆様からご寄附いただいた布地をバザーで販売いたします。 

１０円～６００円、着分以上の大きいものから、小物作りにぴったりのサイズ

まで、たくさんご用意しています。洋裁・裁縫の得意な皆さん、ぜひこの機

会に布地をお買い求めください。 

売り上げ金はすべて市民活動プラザ六中ソフト事業推進室の活動費と

して役立たせていただきます。 

※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 

９月  

夏休み企画 植木鉢を作ろう 
木育マイスター戸川
久美子先生の指導で、
間伐材を利用した植
木鉢を作りました。 
おとなも子どもも個
性が光るオリジナル
植木鉢に大満足の笑
顔でした。 

六中七夕 ろうそくもらい 

３回目を迎えた六中七夕。ロ

ーソクもらいの歌を元気に唄

ってお菓子をもらいました。 

毎年参加者は200名を超え8

月 7 日は一日中子どもたちで

にぎわった六中でした。 

10月5日（日） 開催決定! 
今年も、各種イベントをたずさえて、六中ナンバー１イベント、六中祭を開催いたします！六中 PLAZA 

NEWS 次号にて詳細を発表いたしますので、どうぞご期待ください！！ 



9 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    

    
    
    
    

        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）））） 

    

７ ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    １３１３１３１３    

    
    
    
    

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）））） 

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）））） 

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）））） 

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））））    

    

１４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    １１１１９９９９    ２０２０２０２０    

    
    
    
    
    

    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））））    

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）））） 

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）））） 

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））））    

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））））    

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）））） 
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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 

『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 8888/10/10/10/10 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。 

９月１２日（金）開催  地域マイスター講座 

応急手当応急手当応急手当応急手当のののの今昔今昔今昔今昔ものがたりものがたりものがたりものがたり 講師：帯広市消防署よぼう普及課 

９月９日は救急の日—。その応急手当、本当に大丈夫ですか？ 

自信が持てなければ、まずはご参加ください！！ 

←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♪ 


