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「健康を祝うコンサート」開催！ 音楽の力で益々健康に！ 

１０月１６日（日）蓮如上人記念館鳳凰閣をお借りし

て、吉崎地区の「健康を祝うコンサート」が開催されま

した。ご臨席賜った森市長、笹原県議会議員、北浦市

議会議員のご挨拶の後、フレイル予防講話で健康維

持のための習慣・コツなどを紹介いただきました。 

コンサート第１部は、達川なつみさんと三屋風（ふう）

さんのフルートアンサンブル。イングランド民謡「グリー

ンスリーブス」、映画音楽「ニューシネマパラダイス愛

のテーマ」などでフルートの伸びやかな音色に聴き入

った後、「飛行

機 雲 」 「 夏 の

終わりのハー

モニー」「ハナ

ミヅキ」など懐

かしい日本の

名曲を楽しみ

ました。 

第２部前半

は、トランペッ

トヒーローズ（タニロッソさん、よっ！ちもさん）の二人による力強くノリの良い楽曲「ビタースウィート・

サンバ」（オールナイトニッポンのテーマ）「恋のバカンス」「炎のファイター INOKI-BOM-BA-YE」

（アントニオ猪木のテーマ）の演奏や、ミュート器具で楽器の音色を変え、来場者に打楽器を担当さ

せた楽しい演奏「笑点のテーマ」

「Somebody Stole My Gal」

（吉本新喜劇のテーマ）に『トランペ

ット漫談』と自称される爆笑トー

クもたくさん交えて、とても愉快な

時間を過ごしました。 

後半は、ボーカルの土屋マミさ

んが加わり、「真っ赤な太陽」「ブ

ルーライト横浜」「望郷じょんが

ら」に聴き入った後、「上を向いて

歩こう」をみんなで歌いました。 

生演奏の素敵な音楽を堪能

し、心身ともにリフレッシュされた

のではないでしょうか。  
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募集！ 吉崎公民館 作品展示会を開催します！ 

地区の皆さまの創作活動発表の場として、作品展示会を実施します。 

たくさんの皆さまのご出展・ご来館をお待ちしています。 

見学期間： １２月１日（木）～１４日（水） 平日の１０時～１７時 

１２月４日（日） 10 時～１７時 

その他の土日は、利用申請がない場合、休館しています。 

夜間の講座やクラブにご参加の方は、活動時に見学可能です。 

場    所： 吉崎公民館 ロビーおよび小和室 

展示内容： 公民館講座での作品、地域の皆さまの作品 

地区伝統芸能･行事や細呂木小学校活動の動画上映 

地区の皆さまの作品を募集しています！手芸・書画・造形・youtube 動画他なんでも！ 

出展いただける方は、配置準備のため、１１月２５日（金）までに公民館までお知らせください。 

募集！ 単発講座 わたしと家族の「そうぞく」講座 

誰でも一度は経験する「別れ」とそれに伴う「相続」、いざという時に困らないように知ってお

きたい・備えておきたい内容についての講座です。現役世代の方も先のことと思わず、不安に

備えませんか？ 「ＭＹライフ＆エンディングノート」で思いや記録を繋ぎましょう。 

日 時：   １２月４日（日）１０：００～ 

場 所：   吉崎公民館  

講 師：   明治安田生命相互会社より派遣 

定 員：   １０名 

参加費：  無料 

１１/３０（水）までにお申し込みください。 

募集！ 単発講座 正月花アレンジメント 

早いもので、今年も残りひと月半となりました。新年の準備も気になり

始めますね。正月花アレンジメントで良い年をお迎えください。 

日 時：   １２月２４日（土）9:30～ 

場 所：   吉崎公民館  

講 師：   左古 裕子 さん 

定 員：   １５名 

参加費：  ３０００円 

１２/１５（木）までにお申し込みください。 

防災訓練実施しました！ 

１１月６日（日）早朝の冷え込みの中、防災訓練 

（避難・点呼訓練）が行わ

れました。防災グッズについ

ても、この機会に見直してみ

てはどうでしょう。  

花バサミを 

お持ちください 

お申し込みは吉崎公民館 

☎ 75-1205 まで 
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mini サボテン寄せ植え講座 可愛くできました！ 

１１月５日（土）単発講座「mini サボテン寄せ植え」を開催しました。

赤と黄色が鮮やかな緋牡丹をメインに、４種類のサボテンを選んでバ

ランスを考え植えていきました。皆さんサボテンを育てた事がないの

で、先生に水のやり方や時期・日光の当て方など色々教わりました。 

可愛く寄せ植えしたサボテン、枯らさないよう頑張って育てましょう！ 

 

 

 

 

 

秋季グラウンドゴルフ大会 

１１月６日（日）雲一つない秋晴のもと、グラウ

ンドゴルフ大会が開催されました。３日前に区民

清掃で落ち葉をきれいにした御山でしたが、木々

が根を張り巡らせているので、思い通りには転が

ってくれません。和気あいあいとプレーを楽しみ、

加戸さん（男子の部 スコア５０）、湯谷暁美さん（女子の部 スコア５７）が見事優勝されました。 

行事予定 多数ございますのでぜひご参加ください！ 

１２月１日（木）～１４日（水） 作品展示会開催 ぜひご来場ください。出展作品募集中！ 

１２月４日（日）１０：００ 単発講座「わたしと家族のそうぞく講座」 参加者募集中！ 

１２月２４日（土）９：３０ 単発講座「正月花アレンジメント」 参加者募集中！ 

１１～１２月 教室・クラブ・行事 予定表 

日 月 火 水 木 金 土 

20 21 22 23 24 25 26 

休館 9:30 マージャンクラブ  13:30 健康音楽体操 休館 13:30 民謡クラブ 
19:30 ペン字教室 

  

27 28 29 30 12/1 2 3 

 9:30 マージャンクラブ   20:30 ヨガ教室 10:00 作品展開幕 9:30 クラフトバンド 作品展休館 

4 5 6 7 8 9 10 

10:00 そうぞく講座 
作品展開館 

9:30 マージャンクラブ  10:00 ３Ｂ体操 
20:30 ヨガ教室 

19:30 ペン字教室  作品展休館 

11 12 13 14 15 16 17 

作品展休館 9:30 マージャンクラブ 13:30 スマホ講座 
（ 別 途 回 覧 ） 

13:30 民謡クラブ 
20:30 ヨガ教室 

13:30 フレイル 9:30 クラフトバンド 
 

 

18 19 20 21 22 23 24 

休館 9:30 マージャンクラブ  10:00 ３Ｂ体操 
20:30 ヨガ教室 

19:30 ペン字教室  9:30 正月花 

25 26 27 28 29 30 31 

 9:30 マージャンクラブ   13:30 民謡クラブ
20:30 ヨガ教室 

休館 休館 休館 

黒文字は定期教室･自主クラブ、青文字はその他の行事です。予定は変更されることがあります。 
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