
「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１１日（火）から募集開始です！」「７月１１日（火）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。
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お洒落に描ける字手紙講座

と　き　①7月 26 日（水）

　　　　②8月 9日（水）

　　　　③9月 6日（水）

ところ　生涯学習センター

料　金　無料

内　容　少ない道具で手軽に楽しめる

　　　　字手紙の基本をﾏｽﾀｰします。

講　師　字手紙協会会員 大橋 静琴さん

定　員　成人１６名（先着）

申込み　各回の〆切は下記の通り

　　　　①7月 18 日、②8月 1日

　　　　③8月 29 日までに電話で

　　　　生涯学習センター

　　　　（４２－２４０７）へ

一字に想いをのせ素敵な字手紙を

描きましょう。

9:30
　～ 11:30

香りの贈り物

ソープカービングで作る
　　　　ハンドバッグ（託児あり）

と　き　９月９日（土）10:30 ～ 12:30

ところ　富良野文化会館　中会議室

料　金　５００円（材料費）

内　容　ｲﾁｺﾞの香りのする石鹸を含めた

　　　　ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞをｶｰﾋﾞﾝｸﾞします。

　　　　（角型･丸型 2ﾃﾞｻﾞｲﾝの 3 作品）

講　師　カービング教室リラ（美唄市）

八木原　まき子さん

定　員　成人１０名（先着）　※託児あり

申込み　８月３１日までに電話で

　　　　社会教育課 (３９－２３１８)へ

その他　カービングナイフはレンタル用

　　　　を用意します。

　　　　希望者は、1,000 円で購入する

　　　　こともできます。

２０１７２０１７ 号号夏夏
○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。

ま～なびま～なび
ふらの市民講座情報誌

＜申込方法＞

料　金　無料（500 円で講座中に講師が

　　　　撮影した写真をお渡しします）

内　容　①写真･ｶﾒﾗのここが気になる !

　　　　　ｷｯｽﾞﾌｫﾄの基本の「き」

　　　　②遊んでる姿をしっかり残そう !

　　　　　ﾛｹｰｼｮﾝ撮影の実践

　　　　③撮影した写真を形にしよう !

　　　　　ﾌｫﾄﾌﾞｯｸ作成のｺﾂ

定　員　各回 10 名（先着）

講　師　ﾛｲﾔﾙｾﾗﾋﾟｽﾄ協
会指定ｽｸｰﾙ ここなつ

　　　　認定ﾍﾞﾋﾞｸﾞﾗﾌｧｰ　
鈴木　美紀さん

申込み　７月３１日までに電話で

　　　　社会教育課（３９－２３１８）へ

ところ　①・③富良野市保健センター 2階

　　　　②錦町公園

と　き　①8月 3日　②8月 24 日

　　　　③9月 8日　各回 10:00 ～ 12:00

日々成長するお子様の一瞬を、楽しく、

可愛く残しましょう！

　我が子を可愛く撮ろう！

　　ファミリーフォト講座
２

＜自主企画講座＞

ﾌﾟﾛﾓﾃﾞﾗｰPOOH 熊谷の
　　　　　　　　「プラモデル教室」

と　き　①8月 13 日（日）　②8月 27 日（日）

　　　　③9月 18 日（月･祝）

ところ　富良野文化会館　中会議室

料　金　無料 (ｷｯﾄ、塗装工具は参加者持参）

　　　※塗装工具は無料貸出も可

内　容　ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙを通して｢親子で完成させる

　　　　ことへの歓び｣を得るとともに、ﾌﾟﾛ

　　　　のｱﾄﾞﾊﾞｲｽにより製作ﾃｸﾆｯｸの向上を

　　　　目指します。

講　師　プロモデラーＰＯＯＨ熊谷さん

定　員　２０名

　　　　○ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ製作に興味がある親子

　　　　○POOH 熊谷さんの製作ﾃｸﾆｯｸや

　　　　　ﾚｸﾁｬｰを受けたい方

申込み　７月３１日までに電話で

　　　　社会教育課 (３９－２３１８)へ

10:00 ～ 15:00

（12:00 ～ 13:00 は昼食休憩）

企画者代表　NPO 法人ふらの演劇工房　

　　　　　　　　　　　長谷川浩一郎さん

※参加時間帯

　　　　は自由

模型誌で

　活躍！

第 32 回富良野市博物館特別展「シマフクロウの聲がきこえる。」

７月２２日 ( 土 ) ～９月２４日 ( 日 )

生涯学習センター　

９ ： ００～１７ ： ００ （月曜休館）
写真家 「田中博」 が追い求めた

世界最大級のフクロウの写真展。

シマフクロウと息遣いを合わせるように

撮影された２５点の写真には、 ありの

ままの姿を撮りたいという思いと、 自然

への畏敬の念が込められています。

ぜひご来場ください。

観覧料　無料　　　申込み　不要

　　　　　　　　　特別展関連企画
講演会 「シマフクロウに学ぶ自然保護」

９月２日 （土） 13:30 ～ 15:30

富良野市生涯学習センター

自然写真家　田中　博さん講 　師　

　8 月 31 日までに電話で
生涯学習センター (４２－２４０７) へ

申込み

参加料　無料　　　　定員　30 名

写真家 ・ 田中博がシマフクロウを

撮影する日々の中で感じた自然の

息吹を追体験しながら、 私たちに

とって自然とは何なのかを考えます。

内　 容　

と  き　

ところ　

５



９

６
地域の自然のためにできること　第２回 「出べそ花を摘み取ろう！」

特定外来生物 「オオハンゴンソウ」 の結実する前の花を摘み取り、 「富良野盆地の原風景」 鳥沼

公園の景観を保全する活動です。 「外来種問題ってよくわからない」 「取るのは人間の都合じゃな

いの？」 といった疑問をお持ちの方も、 この機会に一緒に考えてみませんか？

料　金　無料

と　 き　８月２６日（土）９：００～１１：００

と こ ろ　鳥沼公園ハンノキの林

　　　　※駐車場集合

その他　長靴など、 野外活動に適した服装

　　　　でおいでください。

定　員　３０名

※荒天中止

申込み　電話で生涯学習センター

　　　　（４２－２４０７）へ

「真夏の夜の天体ショー」

※荒天中止

富良野の自然に親しむ集い　第４回

ペルセウス座流星群を観察する天体観望会。 ござ

の上で寝転んで、 のんびり流星を眺めましょう。

天体望遠鏡で惑星や夏の星座、 星雲なども観察

します。

料　金　無料

と 　き　８月１３日（日）　２０：００

定　員　３０名

講　師　富良野の自然に親しむ会

　　　　副会長　井口　和信さん　

と こ ろ　生涯学習センター　　～２１：００

申込み　電話で生涯学習センター

　　　　（４２－２４０７）へ

「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）・生涯学習センター

山部・東山　屋外水泳プールの開設について OPEN!!
ルールを守って、
　　　　　　楽しい水泳を！

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。

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

＜講座の流れ＞ 

　１ 申込み

　申込書に企画内容を記載し、２名以上で

　申込み後日、採用不採用をお知らせ　　　　　

   ※申込書は下記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

※詳しくは、社会教育課（39-2318）まで

　お問合せください。

推薦先／教育委員会社会教育課
　　　　（富良野文化会館内　３９－２３１８）

締切り
8 月 25 日 ( 金）
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ふらの沿線スポーツフェスタSports Festa
①ノルディックウォーキング（占冠村）
と　き　7 月 22 日（土）
　　　　9:15 ～ 12:00（受付 9:00 ～）
ところ　占冠村総合センター
参加料　無料
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　7 月 19 日（水）
申込み　占冠村教育委員会（５６－２１８３）

②ラフティング（南富良野町）
　9 月 10 日（日）
③パークゴルフ（富良野市）
　9 月 9 日（土）
④フロアカーリング（上富良野町）
　10 月 14 日（土）
⑤フットサル（中富良野町）
　平成 30 年 2 月 3 日（土）

[ 問合せ ]
市民協働課
(39-2311)
　　　まで

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）が流行して
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！＞

期間：７月２２日（土）～８月１５日（火）

　　　　午前１０時～午後４時まで

世界に一つだけ「マイボールペン＆マイ箸づくり講座」

料　金　５００円（材料代）
と こ ろ　生涯学習センター　体験学習室

定　員　１６名（先着）

講　師　山部＠まるごと体験村

　　　　小野寺　尚武さん　

申込み　電話で生涯学習センター

　　　　（４２－２４０７）へ

拾ってきた枝、 思い出の木の枝、 クネクネに曲がった枝でも、

お気に入りのボールペンに変身します。

またひたすら木を削り、 自分だけの箸づくりも併せて実施します。

と　 き　８月１０日（木）１３：００～１６：００

持ち物　道具は事務局で準備しますが、

　　　　自分のお気に入りの材料（枝等）の持ち込み可




