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♪大阪府立堺工科高校定時制の生徒が包
　 丁の研ぎ直しをします。ケース等に入れ

て、包丁をお持ちください。
🌼午前中の開催です。

🌼１０時３０分～１１時３０分 🌼１０時３０分～１１時３０分
🌼申込　１７日（水）まで ※先着１０組まで ①もう一度見たいあの情景　三陸海岸
🌼講師　釜石市体育協会　佐藤　千依さん ②爆笑！綾小路きみまろ～エキサイトライブ
♪親子で体を動かして遊びませんか？鉄棒や

トランポリン、エアーマットを用意してます！

🌼１３時３０分～１５時
🌼１０時～１２時 🌼申込　２９日（月）まで
🌼講師　里舘恭子さん
🌼材料費　５００円

🌼１０時～１２時 🌼会場　孤松窯（現地集合）
🌼講師　海老原正人　さん
🌼申込　８月１７日（水）まで　※先着１５名まで

🌼場所　　尾崎白浜集会所 🌼材料費　１，６００円（粘土代）
🌼１３時３０分頃～ 🌼持ち物　飲み物、タオル、エプロン

（かもめの会の活動と併催です。） ♪完成品は２か月後のお渡しです。

令和４年８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。

《 陶芸教室 》

８月

８/４

（木）

コミュニティ支援員 サロン事業

音楽の力 ～ AUTUMN TOUR

釜石祥雲支援学校が開校します！！

８/24

(水)①

《 包丁研ぎ直し 》

８/24

(水)②

９/２

（金）

釜石祥雲支援学校は、定内町の小中学部と釜石高校

内（甲子町）の高等部を平田町（旧釜石商業跡地）で一

体的に整備して、夏休み明けの８月２３日から授業をス

タートします。

開校後は全体で６７人の児童・生徒さんが学校生活を

送ります。スクールバスも運行しますが、保護者の送迎、

公共交通で通学する児童・生徒さんもいらっしゃいます。

地域の皆さんが子ども達と接することもあると思いま

す。暖かい目で見守っていただくようお願いします。

「この度の校舎移転により、お世話
になることとなりました。これから平

田地区にある学校として、ともに歩

んでいければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。」

『外舘校長先生から一言』

《 親子で遊ぼう！！ 》

《 あったかサロン
～ニュースポーツ 》

８/18

（木）

８/30

（火）《 第３回ちりめん手芸教室 》
《 あったかサロン ～卓球バレー 》

８/25

（木）

保健師 赴任のお知らせ

♪第５回つながるカフェ開催します♪

《 HEITAシアター
～三陸海岸の記録映像など～ 》

地域の皆さんでおしゃべりをしたり、体操をしたり、好評

いただいている「つながるカフェ」を開催します！

保健師、介護支援専門員、社会福祉協議会が対応する

総合相談窓口もあります。血圧測定だけの方でもＯＫです。

お気軽にご参加ください。

【日時】 令和４年８月２９日（月） １０時～１１時３０分

【場所】 平田集会所 【参加費】 １００円

【内容】☕出前講座「楽しく学ぼう！薬剤師さんのお薬教室」

薬にまつわる知って得する色々なお話です♪

☕カフェでおしゃべり

☕みんなで軽く体操！

☕生活・健康の相談窓口

【申込】 ８月２５日（木）まで

※先着１６人

前回のカフェの様子です。楽しいですよ♪明るい廊下・教室

校舎外観



平田集会所

社交ダンスの会
８月９日（火）、

２３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

８月２１日（日）
９時～１６時

平田集会所

平田集会所
８月１８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

８月３日（水）、
17日(水)、31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）

平田集会所
８月２３日（火）
１０時～１１時

ニュータウン
集会所

８月４日（木）、１８日（木）
１３：３０～１４：３０

軽運動、
脳トレ

上平田集会所
８月１８日（木）
１０時～１１時

ＧｏＧｏスマイル
（体操教室）

８月１２日(金)、
２６日(金)

１０時～１２時

和みの書
（書道教室）

８月２２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】 岩間 いし子さん、君洞 好子さん

【活動場所】 平田集会所

【活動日時】 第３月曜日 １０時～１２時

【活動内容】

♪佐々木和子先生の指導のもと

みんなで和やかに取り組んでいます。

♪初心者から腕に覚えのある人まで

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

ご連絡下さい。
自主活動グループ

いきいき100歳体操

８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③
～ 和みの書（書道教室）

音楽の力 ～ AUTUMN TOUR
「つながるかなでるコンサートin平田」

【申込期間】 ８月１９日（金）まで

（８時３０分～１７時１５分）

【対 象】 ４０歳以上の人

（令和５年３月３１日時点）

【申込方法】 市健康推進課（２２－０１７９）へ

お電話で申込み

【検 診 料】 １，０００円

健康状態のチェックのために

積極的に受診しましょう！

例年、大好評のコンサート♪本格的な歌とピアノをご鑑賞ください。

【日時】 ９月６日（火） １０：３０～１１：３０（開場１０：００）

【場所】 平田集会所

【申込】 ９月２日（金）まで ※定員 ２０人（先着順）

【出演】 谷地畝晶子さん（声楽）、阿部夕季恵さん（ピアノ）

【共催】 (公財)音楽の力による復興センター

・東北

【協力】 (一社)槌音

※岩手県被災者の参画による心の復興事業

による補助を受けて開催します。

大腸がん検診の追加申込

保健師 赴任のお知らせ
７月１日から当センターに新しく保健師として

森下絵梨さんが配属されました。住民の皆さ

んからの各種相談に平日は毎日対応が可能

になります。

今後、相談対応はじめ住民の皆さんの健康

に関わる活動でお世話になります。気軽に声

をかけてください！

なお、これまで釜石地区生活応援センターと

の兼務だった越田保健師は、釜石センターの

専任になります。大変お世話になりました。

森下保健師から『地域の

皆さんの健康をサポート

させていただきます。い

つでもお声がけください』


