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♪ご自由にお越しください！ 🌼１０時～１２時
🌼お子様にはお菓子の 🌼持ち物　裁縫道具、白い糸、赤い糸

プレゼントあります。 🌼講師　里舘恭子さん
🌼材料費　５００円
🌼第３回の予定　８/２４(水)

🌼場所　　尾崎白浜集会所
🌼１３時３０分頃～

（かもめの会の活動と併催です。）

🌼１３時３０分～１５時 🌼申込　２６日（火）まで
🌼１０時３０分～１１時３０分
🌼申込　１１日（月）まで ※先着１０組まで
🌼講師　釜石市体育協会　佐藤　千依さん
♪親子で体を動かして遊びませんか？鉄棒や 🌼場所　　上平田ニュータウン集会所

トランポリン、エアーマットを用意してます！ 🌼１３時３０分～

令和４年７月１日

・場所の記載が無い事業の会場は「平田集会所」です。
・体を動かす事業は飲み物、タオル、上靴をお持ち下さい。

【釜石・平田・唐丹公民館合同】 五葉山登山
【日時】 ７月３０日（土） ７時４５分～１５時４５分

☂小雨決行！雨天・荒天時は中止です。

【場所】 赤坂峠コース（現地⇔センター間は送迎）

【申込】 ７月２７日（水）まで

【定員】 １０人(先着順） 【参加費】 無料

【持ち物】 タオル、帽子、飲み物、昼食、

雨具、敷物、ごみ袋など

【行程】（目安） 平田センター７：４５出発

⇒赤坂峠８：３０出発⇒山頂 １１：３０（昼食・休憩）

しゃくなげ荘付近１３：００出発⇒赤坂峠１５：００

⇒平田センター１５：４５到着

《 親子で遊ぼう！！ 》

７月

7/5(火)

～７(木)

コミュニティ支援員 サロン事業

検診の追加申込のお知らせ

『ピアノ・リサイタル in 平田』

読売日本交響楽団メンバーを中心に構成された国内

屈指の演奏家を招いて、コンサートを行います。本物の

演奏をぜひ生でお聞きください♪

【日時】 ７月２９日（金） １０時３０分～１１時３０分

【申込】 ７月２８日（木）まで ※定員 ２０人（先着順）

【出演】 薄田真（バイオリン）、

すすきだ真樹（マリンバ）、

小林好夫（トランペット）ほか

【プログラム】 カノン、北上夜曲、

アメージンググレースほか

復興まちづくり協議会・地権者連絡会
東日本大震災から10年が経過し、市が予定したハー

ド事業がおおむね完了したため、復興事業の振り返り

を行います。今回が最後の協議会・連絡会になります。

【日時・場所】

①尾崎白浜集会所 ７月１２日（火） １６時～

②佐須集会所 ７月１２日（火） １８時３０分～

③平田集会所 ８月 ４日（木） １８時３０分～

※新型コロナ感染状況により、会場変更や延期となる

場合があります。

【問合せ】 市復興推進本部事務局 ☎２７－８４３７

7/12

（火）

7/６

（水）

《 あったかサロン ～ ボッチャ 》

《 七夕飾り
～願い事を短冊に込めて～》

7/20

（水）

《 第２回ちりめん手芸教室 》

7/27

（水）

《 あったかサロン
～スカットボール、輪投げ 》

《 あったかサロン ～卓球バレー 》
7/28

（木）

♪すすきだ音楽隊 『援奏にこにこコンサート』

ギリシャ出身のピアニスト、パノス・カランさんを招いて、

演奏会を行います。東京サントリーホールなど著名な

ホールでの演奏に留まらず、震災後は各地の避難所で

演奏を行ってきた演奏家です。

【日時】 ７月１９日（火） １３時３０分～１４時３０分

【申込】 ７月１８日（月）まで

※定員 ２０人（先着順）

【演目】 クラシック楽曲、

民謡曲アレンジなど

いずれのコンサート出演者ともＰＣＲ検査による陰性確認

など必要な措置をとり、安全を確認した上で演奏します。



平田集会所

社交ダンスの会
７月１２日（火）、

２６日（火）
13時30分～15時

平田集会所

毎週水曜日
１８時～２０時

毎週火、木曜日
９時～１６時

チームＡ
（卓球）

平田どうもの会
（健康マージャン）

平田集会所

平田公園
クラブハウス

７月１７日（日）
９時～１６時

平田集会所

平田集会所
７月２１日（木）
１０時～１３時

平田はまなす
（催し／食事）

団　体　名 日　時 　　会　場

青空クラブ
 毎週火曜日

 １０時～１２時
上平田集会所

　　平田いきいき
　　　　　　サークル

 毎週金曜日
 １０時～１２時

ニュータウン
集会所

平田なかよしクラブ
 毎週木曜日

 １０時～１１時
平田集会所

７月６日（水）、
２０日(水)

１０時～１２時

県営平田
アパート集会所

平田集会所

四季の会
 毎週木曜日

 １０時～１２時
 県営平田

 アパート集会所

名　称 日　時 会　場

上平田集会所
毎週水曜日

１０時～１２時

元気クラブ
（卓球）

毎週月曜日
１３時～1５時

平田集会所

すみれ会
（卓球）

６月の活動風景

平田集会所
７月２６日（火）
１０時～１１時

ニュータウン
集会所

７月７日（木）、２１日（木）
１３：３０～１４：３０

軽運動、
脳トレ

上平田集会所
７月２１日（木）
１０時～１１時

ＧｏＧｏスマイル
（体操教室）

７月８日(金)、
２２日(金)

１０時～１２時

和みの書
（書道教室）

７月２５日（月）
１０時～１２時

　かもめの会
 毎週水曜日

 １３：３０～１５：００
尾崎白浜
集会所

和っかの会
（体操・茶話会）

【代表者】 庄司 嘉市さん、海老原 清子さん

【活動場所】 平田集会所

【活動日時】 第３木曜日 １０時～

【活動内容】

♪なんだりかんだりしゃべったり、

笑ったり、歌や体操、ゲーム等々

楽しいひと時です。

♪７月は『レクリエーションの先生

と笑いがいっぱい！』です。

どなたでも参加できます。

※興味がある方は応援センター

までご連絡ください！ 自主活動グループ

いきいき100歳体操

７月の運動教室

新型コロナウィルス感染症の感染状況により、サロン事業、

自主活動が休止、延期または内容変更となる場合があり

ます。事前にセンターまたは各団体にご確認ください。

自主活動サークルのご紹介②
～支え合いサロン 平田はまなす 岩手県が３月２９日に公表した「最大クラス

津波浸水想定」について、避難行動に役立て

ていただくとともに、ご意見をいただき、緊急避

難場所等の見直しに反映させるために説明会

を開催します。どなたでも参加できます。

【日時】 ７月９日（土） １０時～１１時

【場所】 釜石市民ホール（ホールＢ）

※主な対象地区

平田地区、本庁地区

【問合せ】 市防災危機管理課

☎２７－８４４１

津波浸水想定説明会の開催

検診の追加申込のお知らせ

【申込期間】 ８月２３日（火）まで

（受診希望日の7日前まで）

【対象】 ４０歳以上の人（令和５年３月３１日時点）

【検診料】 １，０００円

※平田地区では、「釜石・大槌地域産業育成

センター」で８月１７日（水）、１８日（木）に

検診が行われます。

♪健康診断と同じ会場で受けられます。

【申込期間】 ７月４日（月）～２９日（金）まで

※昨年度、受検した方は対象外

【対象】 ４０歳以上の女性（令和５年３月３１日時点）

【検診料】 ５０歳以上 ２，５００円

４９歳以下 ３，０００円

※平田地区では、「釜石・大槌地域産業育成センター」で

７月１１日（月）、８月９日（火）に検診が行われます。

釜石市では、検診の追加申込みを受け付けます。健康推進課（☎２２－０１７９）までお電話でお申し込みください。

肺がん（結核）検診 乳がん検診


