
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/22  永岡地区ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 

8/26  人生大学移動研修 花巻市、昭和の学校 

10/25 ｽﾏｲﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会・生きがい講演会 

R2/1/28  スカットボール大会 

令和元年５月２3 日発行 

趣味講座 

日 時  ６月２７日（木） 
午前 10 時 00 分～正午 

場 所  永岡センター 会議室 

講 師  花と泉の公園 職員 

参加費  1,500円（材料代として） 

定 員  先着１５名 

申込締切  ６月２１日(金)、又は定員になり次第。 

     永岡センター ☎44-6068 

未就園児を対象に幼稚園の生活を体験できます。園の

様子を見てみたい保護者の方等、お子様を連れてぜひ

お越し下さい。 

日 時  6 月 18 日(火) 9 時 45 分～11 時 

（受付：9 時 30 分～） 

場 所  永岡幼稚園 

持ち物  上履き 

在園児のお友達と一緒に遊びましょう‼ 

※当日は永岡センター駐車場をご利用下さい。 

永岡幼稚園からのお知らせ 

【問合先】永岡幼稚園☎４４－２２３１ 

開催日 ６月１９日（水） 

時 間 18:30～20:30 

場 所 永岡センター 会議室 

問合せ 総合政策課 TEL４２－2１１１ 

月  日 会  場 

6 月 12 日（水） 南方地区センター 

6 月 13 日（木） 西部地区センター 

6 月 17 日（月） 街地区センター 

6 月 18 日（火） 三ヶ尻地区センター 

6 月 19 日（水） 永岡地区センター 

6 月 28 日（金） 地区センター 

 

総合政策課からのお知らせ 

✿居住地区以外の会場でも参加できます。 

【他地区会場】開催時間はすべて 18:30～20:30 

― 第 374号― 地区館だより 

日 時  ６月 21 日(金)午前９時～正午  

場 所 永岡センター 

内 容 庭木の剪定について 

講 師 菅野 守さん  

持ち物 剪定ばさみ・刈込ばさみ 

   （お持ちでない方は無くても良いです） 

 作業の出来る服装でお越しください。 

庭木づくり講習会 

参加申込 ６月 18 日（火）迄 

【申込み】永岡ｾﾝﾀｰ TEL４４-６０６８ 

 

受講料 
無料‼ 

永岡地区生涯教育センター 

住所 金ケ崎町永沢堀切後 18-4  

TEL・FAX 44-6068 

日時：６月７日（金）９：００～ 

場所：永岡地区センター 

その他、今年度の事業は… 

各事業、どなたでも参加できます。詳しくは、各老人ク

ラブ会長か永岡センターまでお問い合わせください。 

テラリウムとは、ビンの中で植物を栽培する

方法です。ビンの中で光合成をし、出た水分

を土が吸収する仕組みなので、お手入れも簡

単です。ガラスの透明な容器に好きな植物、

小物を入れて自分だけの世界を楽しめます。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523686035/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3Q0NzcucG5n/RS=^ADB1mOjmuSJSMaV27nO72.Fp9ayvuU-;_ylt=A2RCK_sSSdBabBwAuhGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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募集団員  キャスト（役者）・制作スタッフ（音楽・音響・照明・衣装・化粧・大道具・小道具） 

応募資格  金ケ崎町在住の方・金ケ崎町へ勤務、通学している方・金ケ崎町へ熱い思いのある方 

申込方法  入団申込書に必要事項を記入し、中央センターへ持参か FAX でお申込み下さい。 

      （１８歳未満の方は保護者の承諾が必要です。） 

募集期日  令和元年６月７日（金）まで 

申込み・  金ケ崎町中央生涯教育センター 担当：二之湯・髙橋 

問合せ先  TEL：４４－３１２３ FAX：４４－３１２５ 

月 日 内 容 時 間 場 所 

5/23(木) 
下永沢 GG（毎週木曜日） 15:00～ グラウンド 

消防団第二分団(5/22～6/7) 5:30～6:30 グラウンド 

5/24(金) ゲートボール練習（毎週火・金曜日） 15:00～17:00 グラウンド 

5/26(日) 
チーム D.D(毎週日曜日) 9:00～15:00 体育館 

バトミントン練習 髙橋様 17:00～21:00 体育館 

5/27(月) 庭木の会役員会 9:30～12:00 ふれあいホール 

5/28(火) 
建設課 国土調査説明会 

13:30～15:00 

18:30～20:00 
会議室 

ふれあい歩こう会 9:45～15:15 一関市方面 

5/31(金) 樹木に親しむ会 11:00～13:00 ふれあいホール 

6/1(土) 
ドルフィンズ金ケ崎 Jr. 13:30～17:00 研修室・体育館 

卓球同好会 19:00～21:00 体育館 

6/3(月) ながままサークル 10:00～14:00 研修室 

6/7(金) 
永岡地区 GG 大会 9:00～12:00 グラウンド 

永岡地区子ども会育成会 18:30～21:00 会議室 

6/13(木) G.G 支部対抗交流大会(前日準備) 8:00～13:00 グラウンド 

6/14(金) 自治会長・体育部長会議 19:00～21:00 ふれあいホール 

6/19(水) 町民懇談会 18:30～20:30 会議室 

6/21(金) 庭木づくり講習会 9:00～12:00 ふれあいホール 

6/25(火) 自治会長・体育部長会議 19:00～21:00 ふれあいホール 

6/27(木) 趣味講座（テラリウム） 9:30～12:00 会議室 
 

所長のつぶやき 

～前置き～ 

 最近、記憶力の低下に一抹の不安を覚えるよう

になった。どうも、前に一度話したことがあるの

か、初めて話すのか記憶が曖昧だ。そこで、「こ

の話一度したっけ？」と前置きしてから話し出す

事が多くなった。先日も、この話一度…から言い

出したら、かえって来た答えが、「３回目です」 

金ケ崎町民劇場 劇団員募集要項 

森山陸上競技場を 9:50 に、ハーフ 

コースがスタートします。 

皆さんの声援をお願いします。 

※大会当日は町内各所に於いて交通規

制がかかる場合がありますので、予めご

了承の上、ご協力お願いします。 

公演日時 

10/6(日) 

い つ ６月３日（月）10:00～14:00 
どこで 永岡センター 研修室 

持ち物 飲み物・お弁当（ゆっくりしたい方） 

【問合せ】永岡センター ☎44-6068 

どなたでも参加できます。 

皆さんの参加お待ちしてます。 
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