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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 

【９月のご利用者数 来館者数はのべ ４，６５１人でした！】 

年に一度の 六 中 祭 

大いに盛り上がる!! 
10 月 4 日(日) 心配されていたお天気も、六中祭当日は

清々しい秋晴れとなりました。午前10時にオープンすると
野菜販売やフリーマーケット、食器市、古本市などの販売
ブースは、あっと言う間に大賑わい。ふまねっとや八の日
ジャンプの体験にも多くの人が参加してくれました。今回
初企画の金魚すくいや射的などでは子供たちの笑い声が絶
えず響き、カレーやフランクフルト、フライドポテトなど
の食べ物も売り切れ続出でした。 
ダンススタジオ「モベロ」、沖縄エイサー太鼓「鼓夢

斗」、帯広出身の演歌歌手 亜月まなみさん、ジャズ演奏
「佐々木源市トリオ」の皆さんがご出演したステージイベ
ントは、どのステージも満席となりました。今年の六中祭
のお客様は 600 人。皆様のご協力で無事終えることができ
ました。また来年も六中祭でお会いしましょう。 
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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 

☆☆ Donation Ship 2015 ☆☆ 
まもなく雪の便りが聞かれ六中にもクリスマスツ
リーがお目見えします。 
ソフト事業推進室では今年も“Donation ship 
2015”を企画しております。ボランティアの方々
手作りの「お薬カレンダー」を販売いたします。
数に限りはございますが、どうぞ楽しみにお待ちください。 

※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 ・甲 谷 ・奥 田 ・名 波  
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11 ⽉の予定表は裏⾯にあります。 

営業時間 
１１：３０ 

 
売切次第
終  了  



１１月の予定表             いろんな⼈が⾏き交う、ひとつ屋根の下―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    

        文化の日 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）））） 

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

    

８８８８    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））））    

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）））） 

    

    
    

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））））    

    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））））    

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））））    

    

２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    

    
    
    
    
    

勤労感謝の日 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）））） 

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

    

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））））    

２９２９２９２９    ３０３０３０３０                        

    
    
    
    

          
 

        

 

        
                    

        
    
    
    
    

                    

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 

１１月生まれのサポーターさんへ♪ 
六中ニュース紙面紙面紙面紙面のどこかにのどこかにのどこかにのどこかに【【【【合言葉合言葉合言葉合言葉】】】】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ソフト事業推進
室のスタッフの誰かに「「「「11111111 月生月生月生月生まれのサポーターですまれのサポーターですまれのサポーターですまれのサポーターです！」！」！」！」と声を

かけてください。（その際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♪）
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。 

上記の行事予定は 10101010/10/10/10/10 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。 

今月今月今月今月のののの合言葉合言葉合言葉合言葉    
《おちば》 

六中祭の風景 


