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「ま～なび」発行元：富良野市中央公民館（富良野市教育委員会社会教育課）

「７月１７日（水）から募集開始です！」「７月１７日（水）から募集開始です！」

■「ま～なび」は、みなさんの「学び」を「ナビゲート」する情報誌です。

＜申込み先と受付時間＞
社会教育課（３９－２３１８）　　　　　月曜～金曜　８：３０～１７：１５
生涯学習センター（４２－２４０７）　　火曜～土曜　８：３０～１７：１５

ブログ形式の情報ページ「ま～なびブログ」を公開中です！
受付状況や開催した講座の様子などを随時アップしていきます。
コチラヘアクセス！⇒http://ameblo.jp/furano-kouminkan/

※写真は全てイメージです。
裏面もあります。

１第３７回富良野市博物館特別展 「森を支えるきのこ」

みなさんはきのこ（菌類）のこと、

どのくらい知っていますか？

おいしい（または猛毒）だけじゃ

なく、落ち葉を分解したり森の植物

と共生関係を結んだりして生態系を

陰から支えるとても重要な存在です。

そんなきのこの世界にどっぷりつか

る特別展にぜひおいでください。

８月３日（土）～９月２２日（日）９：００～１７：００（月曜休館）

ところ　富良野市博物館２F 展示ホール（生涯学習センター）

観覧料　無料

問合せ　生涯学習センター（４２－２４０７）まで

と　き　9 月 19 日（木）、20 日（金）

　　　　10:00 ～ 13:00

ところ　富良野文化会館　料理教室

参加料　無料

講　師　管理栄養士　髙橋　涼風さん

　　　（富良野市保健福祉部保健医療課）

定　員　成人・先着各 16 名

　　　※両日ともメニューは同じです

持ち物　筆記用具、エプロン

申込み　９月９日までに電話で

　　　　社会教育課（39-2318）まで

と　き　8 月 31 日（土）

　　　　10:00 ～ 12:00

ところ　富良野文化会館　中会議室

参加料　無料

講　師　マジックサークル「まほうの館」

　　　　鵜飼　敏行さん

定　員　小学 1 年～ 6 年生の親子 5 組

持ち物　自前のマジック道具があったら

　　　　持参ください

申込み　8 月 27 日までに電話で

　　　　社会教育課（39-2318）まで

３

と　き　9 月 21 日（土）　13:00 ～ 17:00

ところ　富良野文化会館　中会議室

参加料　2,000 円（木材 2 つ分の材料費）

講　師　玉田　ひかるさん

定　員　先着 15 名（小学生以下は保護者同伴が必須）

持ち物　汚れてもいい服装（作業着など）

申込み　8 月 27 日までに電話で、社会教育課（39-2318）まで

糸鋸ややすりなどを使って、木材を好きな形に加工・切断しオリジナルの木べら

を作ります。

ま～なびま～なび
ふらの市民講座情報誌

２０１９２０１９
○申込みは電話でお願い致します。
○受付が終わりましたら、講座開催前に当日のご案内（ハガキ郵送）
をさせて頂きます。
○申込み後のキャンセルは、教材費をいただく場合があります。
○申込期限前であっても、定員になり次第、締切とさせていただきます。
○申込み人数が少ない場合、中止となる場合があります。

＜申込方法＞

モノを作る楽しさ・体験！ オリジナル木べら作り

親子で参加するマジック講座です。

マジックを楽しみながら、親子の絆を

深めつつ、目指せエンターティナー！

和食に欠かせない味噌や醤油などの調味

料と牛乳を組み合わせて作る減塩料理

「乳和食」に挑戦します。

和食に欠かせない味噌や醤油などの調味

料と牛乳を組み合わせて作る減塩料理

「乳和食」に挑戦します。

牛乳で減塩！

乳和食のススメ
１

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ“マジック”ｺｰｽ
親子で始めよう！ ２



[ 問合せ ]
市民協働課
(39-2311)
　　　まで

『若者のみなぎる力と大人の知恵、子どもと共に学び合う』

期間：　 月　　　日（金）～ 　 月　　　日（日）

　　　午前　　　時～午後　　 時まで

東山　屋外水泳プールの開設について OPEN!
７ 26 ８ 18

１０ ４ 問合せ：市民協働課（39-2311)

例年、幼児や小学生がかかりやすく、高熱を伴う「プール熱」（咽頭結膜熱）を発症する
子どもがいます。「プール熱」はアデノウィルスが原因で、主に“プールやタオルを介して
感染”します。症状は、“３９度前後の発熱”や“のどの痛み”、“結膜炎”などで、感染は
プールに限りません。流水と石けんによる“手洗いやうがい”で予防してください。プール
後は、“シャワーで身体をきれいに”洗いましょう。

＜プール熱に気をつけて！＞

「自主企画講座」活用のご案内

みなさんの企画実現のお手伝いをします！

＜応募条件＞
　○募集内容 
　市民を対象にした「講座」「講演会」の企画

　○条件
　・「特定の政党、宗教や営利目的」でないこと
　・市民に参加募集すること

　○講師謝礼
　 講師謝礼金の一部または、全部を公民館が
　負担

　○募集期間
　通年（いつでも申込可）

　○申込み先
　社会教育課（文化会館内）：（39-2318）
　生涯学習センター　　　）：（42-2407）

＜講座の流れ＞ 
　１ 申込み
　　申込書に企画内容を記載し、２名以上の
　　メンバーがいるグループとして申込んで
　　ください。
　　後日、採用不採用をお知らせします。
   ※申込書は市ＨＰよりダウンロード可

　２ 打合せ
　　当日の運営や準備品などについて、担当
　　の職員と打ち合わせ

　３ 開　催
　　受付や講師の紹介などの講座の運営は、
　　企画者を中心に行う

　４ 報　告
　　終了後、アンケート･写真･報告書の提出

検索富良野市民講座○申込書
　各種資料は

青少年表彰者をご推薦下さい！
富良野市では、青少年活動・社会活動・奉仕活動等で頑張っている青少年や団体
を表彰しています。下記の基準に該当する方や団体がありましたら、自薦または
町内会や職場・団体等からご推薦下さい。

推薦先／教育委員会社会教育課
　　　　（富良野文化会館内　３９－２３１８）

個人：概ね 30 歳までで、「地域社会の公益向上」「公共福祉の増進」「生産性の向上
　　　や職場環境の改善」「地場産業の振興」「青少年の指導・育成」に貢献した方

団体：文化・教養・スポーツまたは奉仕活動を目的とし、概ね 30 歳までの青少
　　　年で組織されていて、3 年以上継続して活動している団体

５
プロジェクト「Ｏ（ｵｵﾊﾝｺﾞﾝｿｳ）」

～外来種で草木染め～

外来植物オオハンゴンソウの結実前の花を

摘み取って「富良野盆地の原風景」を残す

鳥沼公園の景観を守っていく活動です。

と　き　8 月 24 日（土）9:00 ～ 12:00

ところ　鳥沼公園・鳥沼会館

　　　　（集合：公園駐車場）

内　容　摘み取ったオオハンゴンソウを

　　　 「草木染めの材料にして、素敵なハン

　　　　カチなどを作ります。※オオハンゴ

　　　　ンソウ以外の材料も使います。

参加料　無料

講　師　草木染指導　小林　静子さん

持ち物　野外活動に適した服装、長靴

　　　　洗い物用手袋、染めたい材料

　　　　エプロン

申込み　電話で生涯学習センター

　　　　（４２－２４０７）まで

締切り
8 月 2０日 ( 火）

と　き　8 月 25 日（日）14:00 ～ 16:00

ところ　生涯学習センター１F 研修室 A

内　容　自分の好きなアロマオイルを使った

　　　 「コーン型お香」と伝統的な香である

　　　　白檀を使った「お線香」を作ります。

参加料　1,000 円（材料費）

講　師　やまべ＠まるごと体験村

　　　　小林　静子さん

定　員　先着 10 名

持ち物　持ち帰り用の小箱

申込み　8 月 16 日までに電話で生涯学習

　　　　センター（４２－２４０７）まで

４香りで癒しと安らぎをもたらします

手作り「お香」体験講座

６魅力再発見！

レトロ建築めぐり

富良野市に遺されている歴史ある建物や

構造物を見学し、富良野の歴史・文化を

学びます。

と　き　9 月 21 日（土）9:00 ～ 12:30

ところ　富良野市内（集合 : 富良野文化会館）

参加料　無料

講　師　富良野市博物館学芸員

定　員　先着 20 名

申込み　9 月 14 日までに電話で

　　　　生涯学習センター

　　　　（４２－２４０７）まで

Sports Festa
①ラフティング（南富良野町）

と　き　9 月 8 日（日）

　　　　9:00 ～ 12:00（受付 8:30 ～）

ところ　空知川（南富良野町字落合）

　　　※集合・解散　空知川ｽﾎﾟｰﾂﾘﾝｸｽ（落合）

対　象　富良野沿線の小学生以上の住民

　　　※小学生は保護者同伴

参加料　大人 1,000 円　小学生 500 円

その他　詳細は富良野市ホームページ、また

　　　　は下記までお問い合わせください。

締切り　8 月 30 日（金）

申込み　市民協働課（３９－２３１１）

②パークゴルフ（富良野市）
　9 月 8 日（日）
　会場：金満パークゴルフ場

④フロアカーリング（上富良野町）
　10 月 12 日（土）

⑤フットサル（中富良野町）
　令和 2 年 2 月 1 日（土）

ふらの沿線スポーツフェスタ




