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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 

【２月のご利用者数】 来館者合計 ４，８７２人でした。市民活動プラザ六中は４月１日で３周年を迎えます！ 
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サポーター会員の皆様へ…  サポーター更新手続きのお願いです！ 
日頃より市民活動プラザ六中の活動にご尽力を賜り誠にありがとうございます。 
平成２６年度に加入並びに更新いただきましたサポーター登録は３月３１日で満了となっております。サポ
ーター期限が切れますとプラザ六中ニュース（本紙）がご自宅へ届かなくなります。皆様の更新手続きを心
よりお待ちしております！(更新後の有効期間は、翌 ３月３１日までです) 

更新手続き代 ：おひとり様￥５００ 
更新手続き場所：プラザ六中 2階「十勝障がい者相談支援センター」内【ソフト事業推進室】 
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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 

～
 

４月の予定表は裏⾯にあります。 

食堂やってみませんか？ 

５月から始まった六中地域マイスター講座が３月３日に修了式を迎え
ました。 
講座のテーマも「ゴミ懇談会」「交通安全」「応急手当」「高齢者の食事」
「帯広の開拓史」「終活講座」「エンディングノート」「ポート写真撮影」
とバリエーションに富んだ内容でした。興味のある講座を選んで参加
していただいた方、全１０講座を受講していただいた方合わせると 
４８名の受講者となりました。皆様、１年間六中に「通学」していた
だきありがとうございました。 
気づけば六中地域マイスター講座の目的とする「地域の名人（マイス
ター）」が、この講座からたくさん誕生したように思います。また受講
生の皆さんの交流も回数を追うごとに深まったと確信しております。
マイスター講座受講生の中から六中サポーターが誕生し、最大のイベ
ント「六中祭」でボランティアサポーターとしてご協力いただいたこ
とを心から感謝しております。 
全１０講座を休まず受講した７名の皆勤賞受賞者にはその勤勉さを表
彰し、記念品の贈呈もありました。４月から新たに講師をお招きして
「「「「六中地域六中地域六中地域六中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 2015201520152015」」」」が始まります。初めての方も２年目
の方も、どうぞご参加ください。プラザ六中でお待ちしています。 

地域マイスター講座 2014 修了式 

４月 

営業時間 
１１：３０ 

 
売切次第
終  了  



4 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    

            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）））） 

    

５ ６６６６    ７７７７    8888    9999    １０１０１０１０    １１１１１１１１    

    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）））） 

    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））））    

    

１２１２１２１２    １３１３１３１３    １４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    

    
    
    
    
    
    

 
  
 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））））    

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）））） 

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））））        

１９１９１９１９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    

    
    
    
    
    

     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））））    

    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））））    

    

２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０            

    
    
    
    

    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）））） 

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））））    

昭和昭和昭和昭和のののの日日日日         
    

    

            
                

        
    
    
    

                    

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 の感想や掲 してほしいことなどは… 

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@yahoo.co.jp 

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 

    

上記の行事予定は 3333/10/10/10/10 現在現在現在現在のののの予定予定予定予定です。 

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。 

←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♪ 

プラザ六中 

公式キャラクター 

六中キング 

市民活動プラザ六中 祝 ３周年！！ 
４月１日、市民活動プラザ六中は３周年を迎えます。【三つ子の魂百まで】の言葉どおり、この３年目

の活動がプラザ六中の『礎』となるよう邁進いたします！今後ともよろしくお願い致します。 


