
kawamata Infomation

中央公民館は 5月 19 日（毎月第 3土曜日）、
定期清掃のため、午後 5時まで休館します。
なお、図書室は終日休室です。

体育館利用できます。
℡ 565-3931川俣町体育館

東日本大震災によるアリーナの天井落下などの
修繕工事が完了しました。
利用者の皆さまには不便をおかけしましたが、平
常どおり利用ができます。

楽しいお話がいっぱい！子どもと一緒に素敵な
時間を過ごしませんか？
・日時　5月 26日㈯午前 10時 30分～
・場所　保健センター
・対象者　幼児（保護者同伴）
・内容　絵本の読み聞かせ など

今月は、次の教室等を開催します。お気軽にご
参加ください。参加には、事前申込が必要です。
講師や会場の都合により、日程を変更する場合が
あります。詳しくは、かわまたスポーツクラブ事
務局（町体育館内）まで問い合わせください。

・トレーニング教室 ( 町体育館 )5 月 8 日㈫午後
7時～、5月 27日㈰午前 10時～

・フラダンス教室 ( 鶴沢公民館）
5月 13日㈰、6月 3日㈰午前 10時～

・少年ハンドボール教室 ( 町体育館 )6 月 2 日㈯
午前 9時～

・ヨーガ教室 ( 鶴沢公民館 )
5 月 18 日㈮午前 10時～

・スポーツ吹矢教室　5月12日㈯午後１時～ (町
体育館 )、5月 24日㈭午後 7時～ ( 町体育館 )

・総会ウォーキング ( 宮城県七ヶ宿町 )5 月 12 日
㈯総会後出発
・目指せふくしま百名山制覇！（№ 53西郷村赤
面山）5月 26日㈯

・日光 ( 会津西 ) 街道ウォーキング（体育館集合、
会津鶴ヶ城スタート）5月 26日㈯

・ソフトバレーボール練習 ( 町体育館 ) 毎週水曜

日午後 7時～
・レディースランニング教室 ( 町合宿所集合 ) 毎
週水曜日午後 6時 30分～

新緑まぶしい川俣路を舞台に開催される「川
俣ロードレース大会」。昨年は、原発事故の影響
で中止を余儀なくされましたが、今年は 6月第
3日曜日の開催となります。多くの方々のエント
リーお待ちしてます。

・主催　川俣町・川俣町教育委員会
　　　　川俣町体育協会
・日時　6月 17日㈰
　　　　午前 8時　開会式
　　　　午前 9時 30分　スタート
・会場　中央公民館スタート・フィニッシュッシュ
・種目
　小学生各学年男女、親子 ( 小学 1 ･ 2 ･ 3 年 )2 ･ 3 年 )
　　　　　　　　　　　　　　　　…1.9 ㎞1.9 ㎞
　一般男子年代別、女子の部　　　…10㎞10㎞
　一般男子年代別、女子、中学生男女、町内の部、町内の部
　　　　　　　　　　　　　　　　…5㎞5㎞
・申込締切　5月 11日㈮まで町体育館へ館へ

【ボランティア協力員募集を募集】
大会の会場整理、選手の誘導などをしていただしていただ

く、ボランティア協力員を募集します。。
個人・団体を問いません。協力できる方は、町る方は、町
体育館まで連絡ください。

中央公民館

かわまたスポーツクラブ
町体育館（℡ 565-3931）問

公民館の休館は 5月 19 日です
中央公民館（℡ 565-2434）問

おはなしのへや
中央公民館（℡ 565-2434）問

スポーツ

第 39回川俣ロードレース大会
町体育館（℡ 565-3931）問



●川俣町役場 〒 960-1492 川俣町字五百田 30 ☎ 566-2111 ㈹  ℻  566-2438 町長直通℻   566-5700

新しい発見！公民館講座で
平成 24 年度 中央公民館講座　ひとり一学習、ひとり一スポーツ、ひとり一ボランティア

いち いち いち

川俣こども科学館
～自然に目を向け、不思議を体験しよう～

　観察や実験の大好きな小学校上学年のみなさん、たのしい
科学教室に参加しよう！
・期間　5月～ 12 月（4回）
・対象　小学校４～６年生
・内容　野外観察・科学工作・自然体験など
・場所　中央公民館　ほか
・申し込み　各小学校を通じ募集案内の通知をいたします。
・参加費　別途。後日募集案内にて

わくわくチャレンジ広場
　児童が保護者と一緒に施設見学、体験活動を行い、ふれあ
いを深めながら学習します。
・期間　8月予定（1回）
・対象　小学生と保護者
・内容　体験学習・見学学習など、バスによる移動学習
・申し込み　各小学校を通じ募集案内の通知をいたします。
・参加費　別途。後日募集案内にて
　　　　　内容に応じて材料費・見学料等は実費負担となり
　　　　　ます。

子どもかきぞめ教室

・期間　12 月～翌年 1月
・対象　小学生・中学生
・内容　書道教室　
・場所　中央公民館
・参加費　100 円 ( 保険料 )
　内容に応じて材料費等は実費負担となります。
・申し込み　各学校を通じ、募集案内の通知をいたします。

～日本の伝統文化を体験しよう～

青年講座ヤングサークル
　主体的で自らの責任を自覚し活動できる青年の育成を目
指しながら、青年同士の仲間づくりを図ります。
・期間　5月～翌年 3月の毎週月曜日　ほか
・対象　川俣町に関係のある青年
・内容　スポーツ・聴講・料理教室・ボランティアなど
・場所　中央公民館、体育館、保健センターほか
・参加費　100 円 ( 保険料 ) 内容に応じて必要経費等は実費
負担となります。
・申し込み　5月 18 日㈮まで

町民講座
～学習は知る喜びの積み重ね～

　町民の皆さんの学習活動をサポートします。
□初心者パソコン教室
（6～ 7月）全 6回／（9～ 10 月）全 6回
□ケーナ教室
（10 ～ 11 月）全 5回
□公民館まつり（12 月 8日㈯）
・対象　町内在住・在勤の方
・参加費　100 円 ( 保険料 ) 内容に応じて材料費等は実費負担
　　　　となります。
・申し込み　開催時に広報誌にて募集します。

女性講座 ～広げよう、学ぶ気持ちとその知識～

　現代女性をとりまく課題に対し、これから、女性として何
が求められるかなど、家庭・地域における女性の役割や活動
のあり方について学習します。
・期間　5月～翌年 2月（10 回程度）
・対象　町内在住･在勤の成人女性
・内容　教養教室・健康教室・手工芸教室・移動教室など
・場所　中央公民館 ほか
・参加費　100 円 ( 保険料 ) 内容に応じて材料費等は実費負担
となります。
・申し込み　5月 18 日㈮まで

白寿大学 ～いきいきと笑顔でふれあう町づくり～
・期間　5月～翌年 2月（10 回程度）
・対象　町内在住の 60 歳以上の方
・内容　健康・生活安全講話・移動教室・ボランティアなど
を行います。
・参加費　100 円 ( 保険料 )
内容に応じて材料費等は実費負担となります。
・申し込み　 5 月 18 日㈮まで

男女共同参画カレッジ男の料理教室
　女性も男性も個人として尊重され、互いに支え合い、共
に責任を担う社会「男女共同参画社会」の実現を目指した
講座です。
・期間　5月～翌年 2月（10 回）土曜日 9 時 30 分～ 13 時
・対象　町内在住・在勤の男性（定員 25 名）
・場所　保健センター調理室
・参加費　100 円 ( 保険料 ) 材料費実費
・申し込み　5月 18 日㈮まで

問い合せ先

中央公民館
℡ 565-2434新しい発見！公民館講座で


