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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 

【４月のご利用者数 来館者合計 ６，７７１人でした！】開館時間は月曜から土曜の９時～１７時（祝祭日は休館）です！どうぞお越しください！ 

 
開 講 式  

４月２４日『六中地域マイスター講座 2015』がスタート

いたしました。開講式ではソフト事業推進室室長 鈴木康

悦の挨拶に続き、平松克江さんより受講生を代表して挨拶

を頂戴いたしました。開講式のこの日は「市民活動プラザ

六中ってこんなとこ」と題し、ソフト事業推進室 室長補

佐の清水が、地域マイスター講座 2015 の１回目となる

講義を行いました。１期生 27 名に加え、新規となる２期

生 26 名の申し込みを受け、今年は 50 名を超えての 

スタートです。ソフト事業 

推進室一同、毎月地域マイ 

スター講座で皆さんを 

お待ちしております！ 
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６月生まれのサポーターさんへ♪ 
今号より、六中ニュース紙面のどこかに【合言葉】が隠れています。その【合言葉】を見つけたら市民活動プラザ六中の
スタッフ清水、甲谷（カブトヤ）、奥田、名波（ナワ）の誰かに「「「「六月生六月生六月生六月生まれのサポーターでーすまれのサポーターでーすまれのサポーターでーすまれのサポーターでーす！」！」！」！」と声をかけてくださ
い。（その時に必必必必ずサポーターずサポーターずサポーターずサポーター証証証証をををを見見見見せてくださいせてくださいせてくださいせてくださいね♪）ささやかなプレゼントをご用意して、お待ちしております。 
尚、６月生まれサポーターさんのプレゼントの受け取りは６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日までまでまでまでです！！  

    

の
六
中
食
堂 

２日 
（火） 

10 日 
（水） 

11 日 
（木） 

12 日 
（⾦） 

17 日 
（水） 

18 日 
（木） 

19 日 
（⾦） 

23 日 
（火） 

24 日 
（水） 

26 日 
（⾦） 

 

縁縁縁縁    側側側側    

サミットサミットサミットサミット    

ループループループループ

の会の会の会の会    

慈光慈光慈光慈光    

学園学園学園学園    
はーとはーとはーとはーと    

ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆう    

学学学学    舎舎舎舎    

ループループループループ

の会の会の会の会    
はーとはーとはーとはーと    はーとはーとはーとはーと    

つくしつくしつくしつくし

会会会会    

縁縁縁縁    側側側側    

サミットサミットサミットサミット    
    

豚丼豚丼豚丼豚丼    
野菜野菜野菜野菜    

ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
カレーカレーカレーカレー    

うどんうどんうどんうどん    
デザートデザートデザートデザート付付付付    

目玉やきのせ目玉やきのせ目玉やきのせ目玉やきのせ
カレーピラフカレーピラフカレーピラフカレーピラフ    

ごぼう天ごぼう天ごぼう天ごぼう天
うどんうどんうどんうどん    

おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり    

煮込み煮込み煮込み煮込み    
ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ    

かきあげかきあげかきあげかきあげ    
丼丼丼丼    

とうふとうふとうふとうふ    
ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ    

中華丼中華丼中華丼中華丼とととと    
小さな小さな小さな小さな    

デザートデザートデザートデザート    
ラーメンラーメンラーメンラーメン    おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり        

￥300 ￥300 ￥300 ￥300 ￥￥￥￥350350350350    ￥￥￥￥350350350350    ￥300 ￥300 ￥300 ￥300 ￥100     

—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 ・甲 谷 ・奥 田 ・名 波  

～
 

６⽉の予定表は裏⾯にあります。 

旧六中グランドが住宅地になり、日
毎に賑やかになっています。春の晴
れやかな空が広がる４月２８日、そ
の住宅地とプラザ六中との間に桜
の木を植える植樹祭が開催されま
した。この企画は市民活動プラザ六
中施設利用者連絡会が中心となり、
オーナー制で４０本の苗木を用意。
数年後、桜が花咲くことを楽しみに
オーナーの皆さんは桜の木を植え
ていました。 

６月 

営業時間 
１１：３０ 

 
売切次第
終  了  

植樹祭 

食堂やってみませんか？ 

地域マイスター講座 
２０１５ 



６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）））） 
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（（（（11:30～～～～12:30）））） 
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（（（（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））））    

    

１４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    １９１９１９１９    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）））） 
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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 

    

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 5555/10/10/10/10 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♪ 

 

 

今回は、六中キッチンプロジェクトご紹介第２弾『縁側サミット』さん
です。リーダーの吉方さんは、以前お食事のお店を経営していました。
元気で優しい吉方さんと、渡邊さん、井上さん、西岡さんの３人のベテ
ラン主婦の皆さんが、美味しいラーメンと和定食を提供してくださいま
す。気心の知れたグループの皆さんは、 
ボランティア精神を持った素敵な方たちで、 
食堂でのお仕事が面白くて楽しいと 
おっしゃっています。「お客様の『おいし 
かった』の一言が何物にも代えがたい」と 
吉方さん。お料理に添えてあるお漬物も 
吉方さんのお手製です。 
皆様、ぜひ美味しいお料理と楽しく温かい時間をお楽しみ下さい。 

 プラザ六中の 
キーパーソンをご紹介！ ６ｓ ピープル 

‘ 

今月今月今月今月のののの合言葉合言葉合言葉合言葉    
《しょくじゅさい》 


