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第２６回

生涯学習作品展
開催日時：１１月５日（土）午前９時～午後４時

６日（日）午前９時～午後３時

焼き芋の配布があります。

◇きものリメイク◇編み物◇機織り◇油絵◇書道

◇PPバンドバッグ◇アンダリアポシェット◇みつろうラップ

◇BOXティッシュケースのアレンジ

◇秋間小学校◇秋間中央保育園◇山吹保育園 他

今年は令和元年以降、3年ぶりに秋間地区の生涯学習作品展が開催

されます。主催教室・自主教室・小学校・保育園のみなさんの作品展

示が中心になります。

飲食の提供はありませんが、来場記念品の配布、小学生以下のお子

様にはくじ引きのお楽しみもあります。ぜひ！皆さまそろってお出か

けください♪

展 示 作 品

グラウンドゴルフ体験できます

参加賞 （小学生以下）もありますので

お気軽にご参加ください

お願い

（お持ち帰りのみです。その場で

の飲食はご遠慮ください。）

☆入館の際はマスクの着用をお願いいたします。

☆体温が３７.５度以上の方、体調の優れない方は入館をご遠慮ください。

☆備え付けの消毒器で手指消毒をお願いいたします。

☆飲食については原則自粛をお願いいたします。（水分補給は可）

☆受付名簿に記入をお願いいたします。

☆スリッパをご持参いただくと安心！⇒



　　　

【日 時】 １１月２４日・１２月１日≪全２回≫

木曜日 ９時３０分～

【講 師】 小池 とし江 先生

【場 所】 秋間公民館 １階講義室

【持ち物】 毛糸用４号かぎ針・とじ針・はさみ

白糸・木工ボンド

【材料費】 Ａ：６００円位 Ｂ：７００円位

【定 員】 １０名

A ６００円位

全ての申し込みは１０月１７日(月)８時３０分からお電話または

来館で受け付けします。定員になり次第締め切らせていただきます。

（秋間地区の方優先) 電話 （０２７－３８２－４９６９）催主 教 室

「クリスマスのタペストリー」機織り教室

【日 時】 １１月１１日・１１月１８日・１１月２５日

１２月２日 ≪全４回≫ 金曜日 午前９時３０分～

【講 師】 坂田 美波 先生

【定 員】 ５人

【場 所】 秋間公民館 ２階図書会議室

【持ち物】 はさみ、ものさし、毛糸用や刺繍用の

針穴の大きな針

【費 用】 １，２００円

17㎝×17㎝のクリスマスツリーのタペ

ストリーを作ります。

毎回、好評の教室です。

干支の編みぐるみ教室

お待たせしました。今年もやります(^^♪

来年は卯年ですね。かわいい２種類のウサギAかBか
ら、お申込みの際に選んでください。

B ７００円位

【日 時】 １２月８日・１２月１５日≪全２回≫

木曜日 ９時３０分～

【講 師】 小池 とし江 先生

【場 所】 秋間公民館 １階講義室

【持ち物】 毛糸用４号かぎ針・とじ針・はさみ

白糸・木工ボンド

【材料費】 Ａ：７００円位 Ｂ：６００円位

【定 員】 １０名

A ７００円位 B ６００円位

「卯 年」 「寅 年」

恒例となっていた干支の編みぐるみですが、コロナ禍

で実施出来なかった「寅年」の教室も開催します。やっ

ぱり１２支揃えたいですよね！（「丑年」も後日あらため

て企画いたしますので、お楽しみに。）

こちらもAかBを選んでいただきます。

※募集締め切り １０月２８日（金）

※募集締め切り １１月８日（火）

受 講 生 募 集



　

　

     

教 室 報 告

BOXティッシュケース

のアレンジ教室

夏休み子ども絵画教室

PPバンドバッグ教室

みつろうラップ教室

夏休み子ども書道教室

作品展に
出品予定です

８月８日と１０日の２日間で開催されました。

秋間では初めての子ども達対象の教室です。

初めて来館した子も多く最初は緊張気味のようで

したが、１日目は持参した資料を見ながら描き始め、

２日目には小島千佳先生のご指導と、子ども達の

素晴らしい感性でのびのびとした素敵な作品が出

来ました。

８月１６日に開催されまし

た。こちらも初めての教室

です。

内田香柳先生が用意して

下さったお手本を見ながら、

真剣に取り組み、夏休みの

課題を仕上げました。

８月３１日に開催されました。

造花やかわいい柄のマスキン

グテープなどで思い思いに飾り

付けたオリジナルボックスティッ

シュケースが完成しました。

９月２９日に開催されました。

●みつろうラップ作り●段ボールコンポスト●サスティナブルク

イズ の３つをローテーションして学びました。

可愛いラップが出来たのはもちろんですが、エコについての

知識も深まりとても勉強になりました。

みつろうラップ、家で活躍しそうです！

９月２６日から全４回で開催中の大人気の教室です。

姿勢もいいですね！

作品展に
出品予定です

７色のPPバンドテープの中からそれぞれ好きな色のを選び、講習

開始です！２人組になってテープを切った後は、底の部分を早速編

み始めました。緻密な作業の上に、

力も使うようでしたが、先生からは

「秋間の生徒さんは筋がいい」

と褒めていただきましたよ。

作品展に
出品予定です

段ボールコンポストについては広報で見たこ

とあったけど、実際に見ると分かりやすくてやっ

てみたくなりました。 （参加者のコメントより）

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-RqWROF6qVcU/UsZs7XZe84I/AAAAAAAAcuE/ERtYJfNyI1U/s800/sports_fukiya.png&imgrefurl=http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_920.html&docid=_5RCZRRzDqumKM&tbnid=qSVf7b2McPo6vM:&vet=1&w=797&h=715&bih=632&biw=1321&q=%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E5%90%B9%E3%81%8D%E7%9F%A2%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwjTtLfg7evRAhXKULwKHZiSA8cQMwgcKAAwAA&iact=mrc&uact=8


　

　

　

　

　

　   御招待者　　　　７５歳以上の方（２３年度中に７５歳を迎える方）

　　　　　      　　　　　　

台風や大雨は毎年大きな災害をもたらします。

「安中市災害対応ガイドブック」を活用し、日頃より災害に備えましょう

秋間地区の指定避難所 秋間小学校体育館 １区・２区・みのりが丘区

秋間公民館 ３区・４区・５区

災害の「備え」チェックリスト

非常用持ち出し袋 避難の際に持ち出すもの！

□ 水

□ 非常食（クラッカーなど）

□ 防災用ヘルメット・防災ずきん

□ 衣類・下着

□ レインウｴア

□ ハサミ（ナイフ）

□ 懐中電灯

□ 携帯ラジオ

□ 予備電池・携帯充電器

□ マッチ・ろうそく

□ 救急用品（ばんそうこう・包帯・消毒液・体温計

常備薬など）

□ 使い捨てカイロ

□ ブランケット

□ 軍手

□ ティッシュペーパー

□ 歯ブラシ・歯磨き粉

□ タオル

□ ペン・ノート

□ ビニール袋

感染対策にも有効です！！

□ マスク

□ 手指消毒用アルコール

□ 石けん・ハンドソープ

一緒に持ち出そう！！

□ 貴重品（ 通帳・運転免許証・保険証・携帯電話
マイナンバーカード・現金など ）

備蓄品
お家に備えておくもの！

□ 食料や水（最低３日分！できれば１週間分）×家族分

□ 生活用品 トイレットペーパー・ゴミ袋・ラップ・ポリタンク

携帯トイレなど

他にも家族構成により必要なものがありますので、家族で話し合いましょう。

秋間地区クリーン作戦

日時：１１月２７日（日） ９時から ※集合は８時３０分

集合場所

１区

２区

みのりが丘区

３区・４区

５区

旧３区公会堂

各自治会ごと

秋間の辻の信号

各自治会ごと

自性寺交差点付近

秋間区長会の主催です。

地域の幹線道路を中心にゴミや空き缶拾いを

実施します。各区ごとに集合してください。

各種団体として参加される方は区長、自治会長

までお問い合わせください。

災害に備えましょう！！

みのりが丘区については１１月６日（日）


