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≪8月の講座予定≫

☆ 健康体操 ８月　３日（月）　　１３：３０～１５：４５
８月１７日（月）　　１３：３０～１５：４５

☆ 古文書講座 ８月　　日（日）　　１３：３０～１５：３０
８月２３日（日）　　１３：３０～１５：３０

☆ はじめての陶芸教室第二回 日時未定
☆ 日時未定

○印 ： 講座開催日 印 ： 休館日

回
覧

※変更の可能性があります。公民館だより８月号でご確認ください。

産後ママヨガ

 公民館だより 

千二地区 

月 号 ７ 案 

     7月　休館日と講座開催日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

公民館、再開しました！
公民館は6月1日から部分的に開館を始めています。

まだ、たくさんの制限がついていて御不自由をおかけしますがよろしくお願いします。

＊ 利用にあたっては下記の条件を満たしてください。
① 【密閉防止】窓を開け、1時間ごとに10分間、定期的に換気をすること

② 【密集防止】会場の広さを確保し、お互いの距離を2ｍ以上あけること

（机を利用する場合は、ロの字の配置を基本とする）

③ 【密接防止】近距離・対面での飲食・会話・発声・歌唱や、室内での呼気が激しくな

るような運動をしないこと

④ 利用者全員の氏名がわかる公民館利用申告書を提出すること

⑤ 定員は大会議室 15名 小会議室 9名 調理室 １０名 和室一 10名 和室二 9名

⑥ マスクを常時着用すること

⑦ 当日の体温を確認しておくこと

＊ 活動は2時間半でお願いします。あとの30分は消毒、換気に当てます。

＊ 利用の申請などは引続き、電話・ファックスで受け付けます。人と人の接

触は少ない方がよいのでできるだけ電話・ファックスをご利用ください。

＊ 利用のない場合、12時から13時の事務員の休憩時間は玄関を施錠します。

＊ロビーなど共用部分の利用はご遠慮ください。コピーなどご希望の方は事

前にご相談ください。

＊主催講座は7月末までできません。8月以降、上記の条件に合うものから順

次再開していきたいと考えています。

＊文化祭の日程は11月7日、8日の予定ですが、実施できるかどうか、今のと

ころ分かりません。来月にはお知らせできると思います。

その他ご不明な点は電話でお問い合わせください。



新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、

いきいきサロン（さくらんぼ）

子育てサロン（カンガルー）

ふれあい昼食会　　　　　　　は当分の間、中止をします。

再開が決まり次第連絡をしますので、

その時には多くのご参加をお待ちしております。

福祉委員会からお知らせ 



2020/05/09 

千二地区公民館企画運営委員一覧 
 

No 氏名 区分 備考 

1 佐野 賢治 学校教育の関係者 千二小校長 留任 

2 中村 新平 社会教育の関係者 千二小ＰＴＡ会長 留任 

3 島田 一宏 社会教育の関係者 自団協 留任 

4 永松 貞治 社会教育の関係者 福寿会 留任 

5 山川 秀一 社会教育の関係者 体振 再任 

6 入口 正朗 社会教育の関係者 防犯 留任 

7 廣田 治 社会教育の関係者 青対 留任 

8 杉田 道昭 有識者 留任 

9 坂口 知佳世 有識者 留任 

10 福田 節子 有識者 留任 

11 氏平 友子 有識者 留任 

12 岸田 徹 有識者 留任 

13 蓑原 美栄子 有識者 留任 

14 白濱 めぐみ 有識者 新任 

15 李 敬子 有識者 新任 

16 彌城 久美 有識者 新任 

 脇田 徹 社会教育の関係者 体振 退任 

 藤田 美枝子 有識者 退任 

 宇野 由紀子 有識者 退任 

 倉田 希世子 有識者 退任 

 
 



2020/2/22 

吹田市千二地区公民館 2020 年度年間計画(案２) 

 

月 行事名等 地域行事等 

4月 
企画運営委員会 4/4,館長依嘱 4/1 

講座年間計画決定、文化祭準備会立上 

連合・自団協総会 

5月 

企画運営委員会 4/25 子どもカーニバル 

福寿会総会 小学校

運動会 

6月 

企画運営委員依嘱 

企画運営委員会 6/6 

議長等決定、文化祭吹田市説明会、文化祭出演等募集開始、 

 

7月 
企画運営委員会 7/4、文化祭実行委員会(1)、社明運動共催講座、文

化祭説明会 

 

8月 
企画運営委員会 8/1、文化祭実行委員会(2) 夏まつり、たそがれ

コンサート 

9月 
企画運営委員会 9/5、文化祭実行委員会(3)、文化祭出演等締切、打

合せ会 

敬老会? 

 

10月 
企画運営委員会 10/3、文化祭実行委員会(4)、文化祭設営 10/31 市民体育祭? 

 

11月 
文化祭(11/7,8) 

企画運営委員会休会 

 

12月 

企画運営委員会 12/5、文化祭実行委員会(5) 

次年度計画（行事、講座）提案 

大掃除 

 

1月 
企画運営委員会 1/9? 

 

 

2月 
企画運営委員会 2/6 

 

 

3月 
企画運営委員会 3/6 

次年度計画決定 

 

備考： 



2020/2/22 

吹田市千二地区公民館 

2020 年度主催講座年間計画（案） 

 

月 講座名  

4 月 健康体操 古文書講座 歌って学ぼう英語の発音 館外講座  

5 月 健康体操 古文書講座 母の日コンサート 産後ママヨガ 歌声ひろば スマホ入門 

ビーズ 

 

6 月 健康体操 古文書講座 絵手紙 折り紙 リズム体操 パンと和菓子 世界の料理  

7 月 健康体操 古文書講座 社明運動講座 せみの羽化観察会 親子英語カフェ ビーズ夏

休み講座  マジック 

 

8 月 健康体操 古文書講座 プログラミング講座 産後ママヨガ   

9 月 健康体操 古文書講座 歌って英語 リズム体操 歌声ひろば ビーズ２  

10月 健康体操 古文書講座 折り紙 リース作り 世界の料理  

11月 健康体操 古文書講座 絵手紙  産後ママヨガ  ビーズ３  

12月 健康体操 古文書講座 リズム体操 シュトーレン コンサート   

1 月 健康体操 古文書講座 歌声ひろば ビーズ 4 館外講座  

2 月 健康体操 古文書講座 折り紙 落語大学 産後ママヨガ   

3 月 健康体操 古文書講座 歌って英語  ビーズ５ リズム体操  

未定 工場見学 映画上映会   

 

4 か月前には準備を始め 3 か月前の会議で確定させていきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

「環境保全」の講座がありません。「国際理解」「子育て・青少年」「人権」「安心・安全」の講座

も少ないので新規提案の際はご考慮ください。 
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