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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 

【12 月のご利用者数】 来館者合計 5,400 人でした。今号の裏面で六中館内の清掃をしてくださるお二方を紹介しています！！ 

 
 
 

 
 
 

2015 年が始まりました。4 月には 3 周年を迎える市民活動プラザ
六中です。オープンの頃はプラザ六中を訪れる一般来館のお客様
もまばらでした。 
今ではウォーキング、八の日ジャンプ、太極拳、ふまねっとに参
加される皆さん、そして六中食堂、カフェをご利用のお客様で毎
日賑わっている館内です。 
また「ろうそくもらい」「六中祭」「六中 
ドネーションシップ」と年間行事も 
年を追うごとに盛況になっており 
ます。 
今年度から始まった「六中マイス 
ター講座」も毎月 25～30 名の受講生 
で活気がございます。 
できる限り自由な雰囲気の中で六中をご利用 
いただけるよう、市民活動プラザ六中ソフト 
事業推進室は 2015 年も、気軽に参加できる講座やイベントを企
画してゆく所存です。 
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

昨年１２月、六中ドネーションシップが開催

されました。 

皆さんのご厚意は、124,972 円という大変大

きな金額となりました。ご協力ありがとうござ

いました。 

このお金は必要経費を差し引いた全額を、NPO

法人スマイルオブキッズが運営する、神奈川県

立こども医療センターの患者家族滞在施設『リ

ラのいえ』に寄付されます。 

また、好評だった布地市、ハンドメイド市の

売り上げも寄付に充てさせていただきます。 

改めて、２０１４年六中ドネーションシップ

にご理解並びにご協力くださいまして、本当に

ありがとうございました！ 
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昨夏、地元で愛されるご当地メニュー「ぶた丼」と十勝産の野菜を使い、誰もが知っている「天丼」を合体させたメニュ
ー「南商天ぶた丼」が帯広南商業高等学校のクッキング部の皆さんの創作料理として夏頃に六中食堂で提供されました。
その「南商天ぶた丼」がこの度「高校生チャレンジグルメ」で特別を獲得し、全道全道全道全道のコープさっぽろのコープさっぽろのコープさっぽろのコープさっぽろさんで販売されるこ
とになりました。1/241/241/241/24 からからからから４４４４月末月末月末月末までまでまでまでのののの限定販売限定販売限定販売限定販売とのことです！夏に六中食堂で召し上がった方は「おかわり」の気持ち
で、食べられなかった方は是非この機会にご賞味ください。 
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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。 

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 

 

六中食堂では、食事を提供して下さる方・団体様を募集してお

ります。 

空いた時間を楽しみたい方、これからお店を出そうと考えてい

る方の腕試し等、動機は問いません。 

興味のある方は市民活動プラザ六中（電話：２４－７５９８）

へご連絡下さい。 

※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 

２月  

六中ドネーションシップ2014 

2 月の予定表は裏⾯にあります。 

あけましておめでとうございます 
2015 年も市民活動プラザ六中を宜しくお願い申し上げます 

南商クッキング部考案「南商天ぶた丼」商品化！！南商クッキング部考案「南商天ぶた丼」商品化！！南商クッキング部考案「南商天ぶた丼」商品化！！南商クッキング部考案「南商天ぶた丼」商品化！！    

食堂やってみませんか？ 

ご協力ありがとうございました 



２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    

    
    

     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    

     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）））） 

建国記念建国記念建国記念建国記念のののの日日日日    
    

 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）））） 

    
    
    

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））））    

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）））） 

    

    

２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    

    
    
    
    
    

 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）））） 
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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））））    

 
  
 

    

 
  
 

                

    
    
    

    
    

              

            
                

        
    
    
    
    
    
    
    

                    

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 

    

六中食堂の 

営業日です♪ 

８の日パン販売の 
お知らせ 

毎月〝８のつく日”に美味
しいパンを販売してくれて
いた『街のパン屋さん』で
すが、業務多忙のため４月
までの間、六中でのパン販
売をお休みすることになり
ました。 
また美味しいパンが六中で
食べられるよう春を楽しみ
に待ちましょう!! 

６ｓ ピープル 
プラザ六中館内の清掃をしてくれている 
清水勝彦さん、村山竜司さんのおふたりを 
ご紹介します。 
清水さんは開館当初から、村山さんは昨年 
夏頃から、それぞれ館内のトイレや玄関、 
廊下などをお掃除してくれています。 
おふたりは障がい者の就労支援施設、 
多機能型事業所「あいとう」に所属しています。 
特にトイレ清掃は塩素で消毒しながら清掃して
いただき、感染症への気配りもされ、気持ちよ
く利用することができます。 
毎日キレイな館内を利用できるのはおふたりの
おかげなんですね！！ 

‘ 

村山竜司さん 

清水勝彦さん 

プラザ六中の 
キーパーソンをご紹介！ 


