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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 

【３月のご利用者数 来館者合計 ４，８９９人、昨年度来館者数のべ６０，９３８人】開館時間内はいつでもご利用頂けます。どうぞお越しください！ 

 Donation Ship 2014 ————    その後その後その後その後    ———— 

昨年１２月、六中ドネーションシップで集まった皆様から
のご厚意は、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』に寄付いたしました。その後、『リ
ラのいえ』の皆様よりお手紙と写真が届きましたのでご紹
介します。皆様からの寄付金は、患者さんのご家族が宿泊
する個室のラグを新調する費用としてお使いいただいた
とのことです。実際に病気と闘うのは入院されているお子
様ですが、家族の笑顔がそばにあ 

れば、心強いものです。
ご家族の皆様が少しでも
リラックスして生活でき
るお役に立てたことは、
支え合いを合言葉に歩ん
できたプラザ六中にとっ
ても喜ばしく思います。 

（ ☜ 新調された個室のラグ） 

 

六六六六
プ
ラ
プ
ラ
プ
ラ
プ
ラ    

イ
ン
フ
ォ

イ
ン
フ
ォ

イ
ン
フ
ォ

イ
ン
フ
ォ    

 
 

六中キッチンプロジェクトも 2年目に突入し、ますます魅力的なランチが提供されています。 
今回はその中から【はーと】さんをご紹介いたします。美味しいランチはもちろん、優しい 
笑顔でホッとするひと時を提供してくれる工藤さん（写真左）とハツラツとした明るさで 
元気をおすそ分けしてくれる藤田さん（写真右）のお二人が担当しています。大人も子供も 
大好きな定番洋食から、ほっこりとするおふくろの味の和食まで、いつも幅広いメニューで 
喜ばせてくださいます！皆様、ぜひ六中食堂へお越しください！！ 
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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 

 

 

勇ましい姿がプラザ六中で
見られます！！ 

鎧兜は“身体を守る”ものと
いうことから、大切な子ども
を守ってくれるようにと願
いを込めて飾るものです。 

※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 

～
 

５⽉の予定表は裏⾯にあります。 

昨年度の地域マ
イスター講座で
は、コンパクトで
持ち運びやすい
名刺サイズの受
講証を採用して
おりました。 
ですが持ち運び
やすさの反面、紛
失してしまった 
り、見づらかったり等のお声が挙がったのも事実です。
今年度はそのような意見を反映し、新年度開講に合わせ
デザインを一新。鞄の中やご自宅の引き出しの中でも、
たっぷりと存在感がある大き目サイズです！学習帳の
ようなデザインで、学生気分を味わってみませんか？ 

５月 

営業時間 
１１：３０ 

 
売切次第
終  了  

 プラザ六中の 
キーパーソンをご紹介！ ６ｓ ピープル 

 

‘ 

地域マイスター講座 

受 講 証 

六中食堂でランチ提供 

はーとさん 

五月人形 



5 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    

                    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）））） 

    

３ ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    

憲法記念日憲法記念日憲法記念日憲法記念日    みどりのみどりのみどりのみどりの日日日日 こどものこどものこどものこどもの日日日日    振替休振替休振替休振替休日日日日     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））））    
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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））））    
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    
（（（（10:00～～～～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））））    

ふまねっとふまねっとふまねっとふまねっと    
（（（（10:00～～～～11:30）））） 

    

１７１７１７１７    １８１８１８１８    １１１１９９９９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    

    
    
    
    
    

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））））    
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    ふまねっとふまねっとふまねっとふまねっと    
（（（（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））））    

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）））） 

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    
（（（（10:00～～～～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 

    

←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 

上記の行事予定は 4444/10/10/10/10 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。 

開館時間  9:00～17:00 

★ご来館の際には玄関内にある入館者名簿への 
ご記入をお願い致します。 

★全館土足禁止です。ご入館の際は 
上履きをご用意いただくと便利です。 


