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平成29年度飯坂方部敬老会の開催について
飯坂方部各地区の敬老会が下記のとおり開催されます。各地区実行委員会の企画により趣向を凝
らしたアトラクションでお迎えいたします。是非とも足をお運びください。
なお、該当する方には、
「はがき」
でご案内いたします。
○敬老会の対象となる方
「昭和15年９月15日以前生まれの方」
○敬老祝金の対象となる方
米寿（88歳）
「昭和３年９月16日〜昭和４年９月15日生まれの方」
※喜寿
（77歳）
の祝金は、本年度より廃止になりました。

○各地区の開催日程
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飯坂消防署応急手当シリーズ 〜第２回〜
海・川・プールなどでの水の事故を防ぎましょう
夏休み中の海・川・プールでの事故が例年発生しています。痛ましい水の事故を防ぐために次
の点に注意しましょう。

☆子供だけで水遊びはさせない。
☆立入禁止、遊泳禁止の場所には近づかない。
万が一、溺れている人を発見した場合は、大声で助けを呼ぶ。
または119番し救助を求め、救助できる場合は自分の安全を
確保（ロープ、救命胴衣など）してから、救助することが大切で
す。水を飲んでいる場合は無理に吐かせず、安静にしておく。
意識がなく、呼吸していない場合は心肺蘇生法を実施しましょう。
問い合わせ

工事名称
工事情報

平野瀬上汚水準
幹線管渠布設工事
（第２工区）

工事内容

飯坂消防署

工事箇所

福島市飯坂町
管渠布設工事
平野字明堂下
Ｌ＝276m
外地内

☎024−542−2986

完了予定

担当課

平成29年
12月中旬

下水道建設課
建設第二係
☎525−3769
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市民学校☆受講生募集☆
『実践で学ぶコード奏法講座』

『防災サマーキャンプ』

ピアノの伴奏をコード奏法で弾いてみたい方を対象に
実施いたします。
コード奏法の知識を身に付け演奏してみませんか。
■日 程 ９月３日、10日、24日
10月８日、22日
（日曜日 全５回）
■時 間 午後１時30分〜３時30分
■場 所 飯坂学習センター 視聴覚室
■内 容 第 回「Ｃコード、Ｆコード、Ｇコードに慣れよう」
第２回
「セブンスコードを加えよう」
第３回
「マイナーコードに慣れよう」
第４回
「自分の弾きたい曲に取り組もう 」
第５回
「それぞれ演奏して楽しもう」
※数回の受講でも可能です。
■対 象 ピアノに携わっている一般成人
（教職員、幼稚園教諭、保育士、介護福祉士など）
■定 員 15名
（先着順）
■講 師 にほんまつ千比呂 先生
■参加費 1,080円
（テキスト代）
■持参物 あれば携行できるキーボードか鍵盤ハーモニカ―等
■申込み ８月23日㈬まで飯坂学習センターへ

災害時に役立つ防災知識や技術を学習します。また、
非常食を食べたり、炊き出し体験など非常時の食に関す
ることも学習します。
学習センターを避難所として、避難所生活も体験しま
すので、ぜひご参加ください。
■日 程 ８月19日㈯、20日㈰ １泊２日
集合：午前８時50分（19日）
解散：午前11時（20日）
■場 所 飯坂学習センター
■対 象 主に飯坂方部に在住する
小学校４年生〜中学校２年生
■定 員 30名（先着順）
■参加費 500円（飲食代等）
■申込み ８月９日㈬まで
飯坂学習センターへ

ＩＴ活用セミナー「初級エクセル教室 〜会計報告書を作ろう〜」

中学生ドリームアップ事業 〜職場体験学習〜

決算等で使用する会計報告書について、エクセルでの
作成の仕方を学習します。仕事等で必要な方、とにかく
エクセルを学んでみたい方などどんな方でも歓迎いたし
ます。どうぞご参加ください。
◆日 時：９月９日㈯、10日㈰
両日とも、10時〜15時30分（12時〜13時30分昼食休憩）
◆場 所：飯坂学習センター 研修室Ⅰ
◆講 師：ＩＴスクール ユアＰＣインストラクター
◆対象・定員：主に飯坂方部に在住・在勤の一般男女
（文字入力、マウス操作ができる方）
15名
◆参加費：1,580円
（テキスト代、機器レンタル料）
◆準備物：筆記用具、データを持ち帰りたい方はUSBメモリ
◆その他：コンピュータは当方で準備します。
◆申込み：８月１日㈫より受付します。
（定員になり次第、締切となります）
☆おはなしひろば

日 時／８月５日㈯ 午前11時から（対象は４歳児〜小学生）
テーマ／
「こわいはなし」 場 所／飯坂学習センター １階 和室

☆おひざにだっこのおはなし会
日
場

時／８月10日㈭ 午前10時30分から
（対象は０〜３歳児とその保護者）
所／飯坂学習センター １階 和室

８月の学級活動行事
☆ももちゃんクラブ
24日㈭ ミュージックセラピー
☆飯坂ヤングカレッジ
10日㈭ ホームルーム
24日㈭ ソーセージ作り
31日㈭ ソフトバレーボール
☆女性スクールはなももコース
21日㈪ 和紙を使った小物作り
☆女性スクールぎんなんコース
24日㈭ 時事解説
☆女性スクールよざくらコース
23日㈬ 家庭料理
☆飯坂ながいき大学
23日㈬ 名作に親しむ
☆平野ながいき大学
30日㈬ 名作に親しむ

上記行事は、各学級生を対象としています。
これら活動の問合せは学習センターまでどうぞ！

７月３日〜７日にかけて、大鳥中学校２年生１名、西
根中学校２年生４名の計５名が、学習センターと支所で
職場体験活動を行いました。
学習センター・支所の業務や施設の清掃活動、図書室
の業務などに熱心
に取り組んだほ
か、学習センター
利用団体のサーク
ル活動に体験参加
しました。
図書室業務体験の様子

飯 坂 小 ８／28
14：50〜15：30
中 野 小 ８月はお休みです。
平 野 小 ８月はお休みです。
湯 野 小 ８／28
10：00〜10：30
東湯野小 ８月はお休みです。
茂庭出張所
８／28 13：50〜14：20

第108回
「飯坂中国拳法愛好会」
私達は、中国から伝わった武術の一つである
「太極拳」
を中心に、上は80代から下は高校生まで
と毎週水曜日の午後７時から飯坂学習センターで練習しているクラブです。太極拳は、ゆっくり
と体重移動することで下半身の筋肉が鍛えられ、バランス機能の向上にもつながると言われ、中
でもだれでも出来る「簡化24式太極拳」が一般的に広まっています。今は、健康法の一つとして取
り組んでいる人が多いようです。
10年・20年と続けている仲間もいて、年齢に関
係なく前向きな姿勢に感心したり、また、いっしょ
に動作を覚えた時の達成感も格別で楽しい時間を過
ごしています。
他には、太極剣・長拳
（カンフー）
、器械
（扇・こん
棒等）
を使った練習も各々しています。
ゆったり・ゆっくりの太極拳、いつでも体験や見学
は自由ですのでご参加下さい。お待ちしております。

