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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 

【11 月のご利用者数】 来館者合計 ５，００１人でした。寒くなり、館内のウォーキングコースの季節となりました！どうぞお役立てください 

のお知らせ 
２０１４年 

―市民活動プラザ六中を振り返る― 

2012201220122012 年年年年４４４４月月月月にオープンしたにオープンしたにオープンしたにオープンした市民活動市民活動市民活動市民活動プラザプラザプラザプラザ六中六中六中六中。。。。    
８８８８月月月月「「「「第第第第３３３３回六中七夕回六中七夕回六中七夕回六中七夕    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」、」、」、」、10101010 月月月月「「「「第第第第３３３３回六中祭回六中祭回六中祭回六中祭」、」、」、」、
12121212 月月月月「「「「第第第第２２２２回六中回六中回六中回六中ドネーションシップドネーションシップドネーションシップドネーションシップ」」」」どのどのどのどの企画企画企画企画もサポーターのもサポーターのもサポーターのもサポーターの
皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、盛大盛大盛大盛大にににに終終終終わらせることができましたわらせることができましたわらせることができましたわらせることができました。。。。    
そしてそしてそしてそして今年度今年度今年度今年度からからからから始始始始まったまったまったまった「「「「六中六中六中六中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」」」」もももも多多多多くのくのくのくの受講受講受講受講
申申申申しししし込込込込みがありましたみがありましたみがありましたみがありました。。。。プラザプラザプラザプラザ六中六中六中六中へへへへ来来来来るのがるのがるのがるのが初初初初めてのめてのめてのめての受講生受講生受講生受講生のののの
皆皆皆皆さんでしたがさんでしたがさんでしたがさんでしたが、、、、六中六中六中六中のののの活動活動活動活動にごにごにごにご理解理解理解理解をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、新新新新たにサポーたにサポーたにサポーたにサポー
ターターターター登録登録登録登録もしていただきましたもしていただきましたもしていただきましたもしていただきました。。。。    
11111111 月末月末月末月末でででで今年度今年度今年度今年度のののの延総入館者数延総入館者数延総入館者数延総入館者数 41600416004160041600 人人人人。「。「。「。「いろんないろんないろんないろんな人人人人がががが行行行行きききき交交交交
うううう    ひとつひとつひとつひとつ屋根屋根屋根屋根のののの街街街街    六中六中六中六中」」」」をををを、、、、来年来年来年来年もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    

＊＊＊＊プラザプラザプラザプラザ六中六中六中六中はサポーターのはサポーターのはサポーターのはサポーターの皆様皆様皆様皆様にににに支支支支えられてえられてえられてえられて運営運営運営運営しておりましておりましておりましておりま
すすすす。。。。サポーターになるとプラザサポーターになるとプラザサポーターになるとプラザサポーターになるとプラザ六中六中六中六中ニュースがニュースがニュースがニュースが毎月届毎月届毎月届毎月届きききき、、、、六中主六中主六中主六中主
催催催催のイベントのイベントのイベントのイベント等等等等でででで優先参加優先参加優先参加優先参加のごのごのごのご案内案内案内案内やややや、、、、ボランティアスタッフとボランティアスタッフとボランティアスタッフとボランティアスタッフと
してしてしてして参加参加参加参加していただけますしていただけますしていただけますしていただけます。。。。サポーターサポーターサポーターサポーター登録登録登録登録はははは一年間一年間一年間一年間のボランテのボランテのボランテのボランテ
ィアィアィアィア保険料保険料保険料保険料、、、、六中六中六中六中ニュースニュースニュースニュース送料送料送料送料がががが含含含含まれてまれてまれてまれて一年間一年間一年間一年間 500500500500 円円円円ですですですです。。。。随随随随
時受付中時受付中時受付中時受付中ですですですです。。。。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スタッフまでおスタッフまでおスタッフまでおスタッフまでお問問問問いいいい合合合合わせくだわせくだわせくだわせくだ
さいさいさいさい。。。。 

第 8 回目は帯広公益社より葬祭ディレクターの

有賀靖泰氏を講師に迎え、「大切な家族が困らない

ように」と題し、“スペシャリストだけが知ってい

る葬儀の現実”をサブテーマに開催しました。一

般葬と家族葬ではどれくらい経費が違うのか、最

期の時から葬儀までの段取りがどれほど忙しいか

など葬祭ディレクターだからこそ知っているお話

を伺い、受講生は終始真剣な眼差しで聞き入って

いました。人生の終わりを迎え悲観するのではな

く、だからこそ、今を笑顔で有意義に送って下さ

いと、１時間の講義を終えました。 

このお話を受け、来月はグループワーク形式で

エンディングノートを作成する予定です。 
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Donation Ship 2014 サンタクロースは私たちです 

沢山のご協力を頂き誠にありがとうございます！！ 

１２月１８日現在 ￥￥￥￥１０３１０３１０３１０３，，，，００００００００００００のご寄付を頂戴しております！ 

皆様のお気持ちが大きな花束となり、【リラのいえ】に届きます。 
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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。 

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 

 

 

★北棟１階のロックズカフェ（喫茶）は、 

１２１２１２１２月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～    新年新年新年新年１１１１月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水））））までまでまでまで    
おおおお休休休休みみみみさせていただきます。 

１月８日より通常営業させていただきます。 

２０１５年もよろしくお願い申し上げます。 

食堂とカフェ どなたでもご利用できます。是非お越しください。 

※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 

１月  

『地域マイスター講座』 

1 月の予定表は裏⾯にあります。 

年末年始カフェのご案内 



１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    

    
    

         年末年始休館年末年始休館年末年始休館年末年始休館    年末年始休館年末年始休館年末年始休館年末年始休館 年末年始休館年末年始休館年末年始休館年末年始休館    
    
    
    
    
    
    

４ ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    

年末年始休館年末年始休館年末年始休館年末年始休館    年末年始休館年末年始休館年末年始休館年末年始休館 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）））） 

 

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）））） 

    

    

１１１１１１１１    １１１１２２２２    １１１１３３３３    １１１１４４４４    １１１１５５５５    １１１１６６６６    １７１７１７１７    

    
    
    
    
    

成人成人成人成人のののの日日日日    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））））    

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））））    

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）））） 

    

    

１８１８１８１８    １９１９１９１９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    

    
    
    
    
    

     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）））） 

    

    

２５２５２５２５    ２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０    ３１３１３１３１    

    
    
    

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）））） 

    

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））））    

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）））） 

移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館    
（（（（10:15～～～～10:45）））） 

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）））） 

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）））） 

    

    

            
        

 
  
     

        
    
    
    
    
    

                    

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 

    

行事予定に関しまして 

上記の行事予定は 11112222/10/10/10/10 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。 

六中食堂の 

営業日です♪ 

12 月 27 日（土）～2015 年１月５日（月）まで 

新年は１月６日（火）から開館となっております。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます 

市民活動プラザ六中 年末年始休館のお知らせ 


