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—低栄養を予防しようー

 竹原市食生活改善推進員会

 日 時 10月14日（金）9：30～12：30

 場 所 忠海地域交流センター 1階 調理室

 持参物 エプロン、三角巾、マスク、筆記用具

  定 員 10名　参加費無料　〆切　9/30（金）

  申 込 西原陽子代表まで　☎　26-0693

ちょっと脳トレ…☕

作者の正しい漢字と作品を選びましょう

① 森（a鴎 b鷗)外 ・ ・ a. たけくらべ

② 与謝野（a昌 b晶)子 ・ ・ b. 暗夜行路

【 せいけい介護予防教室のご案内 】 ③ 幸田 露（a半 b伴) ・ ・ c. 智恵子抄

★低栄養とフレイル（虚弱）について★ ④ 志賀 直(a也 b哉) ・ ・ d. 舞姫

　　　— フレイルって何？ — ⑤ 高村（a幸 b光）太郎 ・ ・ e. 五重塔

９月２０日（火）　10：00～11：30 ⑥ (a桶 b樋）口 一葉 ・ ・ f. みだれ髪

忠海地域交流センター１階ホール

竹原市在宅支援センターせいけい 職員

    上で、町内親善試合という形式で開催致します。	

    奮って ご参加よろしくお願いいたします。

【ホールライブの様子　7/28 】

【夏休み子ども絵画教室の様子　8/3 】 【トウモロコシの収獲の様子　7/30】

【いきいき料理教室開催のおしらせ 】

 主 催

  日 時
  場 所

   講 師

　 開催予定種目　軟式野球、ソフトボール、

　ソフトテニス、ソフトバレー、グラウンドゴルフ

詳しくは、10月号に掲載いたします。

  　日程は令和4年11月6日又は13日（日）で調整中

【第20回忠海町内総合スポーツ大会について】

です。昨年と同様、感染防止対策を十分にとった

①aｄ②ｂf③be④bb⑤bc  ⑥baちょっと脳トレこたえ

9 月号

忠海地域交流センター
〒729-2316

竹原市忠海中町二丁目26-1

☎/FAX 0846-26-0029
Ｅmail：tadanoumi-k＠tanet.ne.jp

～学びあう まちのホッとステーション～

（状況に応じて変更あり）

2本とも太いトウモロコシ

を取る事が出来ました。

トウモロコシのくきをぬく

ときもしっかり力をいれて

ぬきました。次もかならず

さんかしようと思いました。

トウモロコシはとても重

かったのでおいしいと思い

ます。

忠海美術愛好会の講師

垣之内 千広 先生にご指導

いただきました。

トウモロコシの収獲後は、

すべて抜いて、隅っこに運ぶ

作業を、保護者は、ネットを

撤去する作業も手伝ってくれ

ました。大勢ですると効率も

よく助かります。

コ～ンなに大きいのが採れたよ～！！

収穫の作業中は不思議と曇って風が吹いていました。ありがたい～
〈4年生感想文〉

背景を書くときは、うすい色

で書いてねと先生に言われま

した。学校でもやってみよう

と思います

絵が上手、へたではなくて、

自分の思う絵がかけたらいい

と分かりました。先生の教え

方は分かりやすく、ていねい

だったので、また参加したい

和やかな雰囲気の中、５組の方に出演いただきました。

地域の伝統文化受け継がれて

います。はじめての発表。

3曲披露していただきました。

とても美しく優雅でした。

皆さん、とても姿勢が美しく、美と健康維持

のために頑張っていらっしゃいます。

藻塩ゆうかさん

と山下りんさん

〈掛場獅子舞〉 （3年生コンビ） 〈フラダンス〉 〈太極拳〉

〈忠海高校軽音楽部MOS〉

オフィシャル髭男、テレサテン、

西野カナの3曲を披露してくれ

ました。若さいっぱいの演奏と

爽やかな歌声がホールに響いて、

とても楽しい時間となりました。

〈忠海高校吹奏楽部〉

ミッキーマウスマーチ、

美女と野獣のテーマ、

アンダーザシーを演奏して

くれました。心地よい音色に

会場うっとり♡でした。

皆さんおしゃべりをせずに

最後まで、きちんと鑑賞して

くださいました。

〈受講してみての感想〉



定期講座・同好会新規メンバー募集中            (状況に応じて変更有）

No. 講座名 曜日 時間 ９月 10月

1 大正琴 第1.3月 13:30～ 5*26（変更あり） 3*17

2 健康ヨガ 第1.2.4月 15:00～ 12*26（変更あり） 3*24

3 和太鼓エクササイズ 第４火 10:00～ 27 25

4 掛場獅子舞 第1.3火 19:00～ 6*20 4*18

5 楽しく歌と脳トレ！ 第2火 10:00～ 13 11

6 忠海美術愛好会 第2.4火 14:30～ 13*27 11*25

7 生命の貯蓄体操 毎週水 9:30～ 7*14*21*28 5*12*19*26

8 男性３Ｂ体操 第1.3水 10:00～ 21（変更あり） 5*19

9 男性料理教室 第4水 10:00～ ― ―

10 クラフトバンド 第2.4木 9:00～ 8*22 13*27

11 フラダンス 第１.３木 10:00～ 1*15 6*20

12 フラワーアレンジメント 第3金 10:00～ 16 21

13 手ごねパン 第2.土
9:30～

13:30～ 17 8

14 こども茶道教室 第3土 9:30～ 17 15

15 こども習字 第2.4土 15:30～ 10*24 8*22

16 太極拳 毎週月 ９:30～ 5*12*26 3*17*24

17 にこにこエアロ（〇印は午前） 毎週月 13:30～ 5*12*26 3*⑰*24*31

18 そば打ちの会 第1.3火 ９:30～ 6*20 4*18

19 自然観察会 第3火 13:00～ ― ―

20 空手 毎週火土 17:00～ 毎週火土 毎週火土

21 ヴォーカル夢 第2.4水 9:30～ 14*28 12*26

22 詩吟 第2.4水 13:30～ 14*28 12*26

23 シャインフレール 第1.3木 10:00～ 1*15 6*20

24 ピンポン同好会 毎週木 13:00～ 1*8*14*22 6*13*19*27

25 囲碁 毎週木 13:00～ 1*8*15*22 6*13*20*27

26 ダンス 第3木 13:30～ 15 20

27 忠海歴史研究会 第4木 13:00～ ― ―

28 楽音サークル 毎3木 15:30～ 15 20

29 煎茶 第2金 9:30～ 9 14

30 混声コーラス 毎週金 19:30～ 2*9*16 4*14*21*28

31 園芸クラブ 第1.3金 ９:00～ 1（15：00～） 7*21

32 お話と絵本の会 第2土 9:30～ 10 8

33 卓球クラブ 毎週土 13:00～ 3*10*17*24 1*8*15*22

34 民謡 第1.3土 13:30～ 3*17 1*15

35 歌おう会 第2.4土 13:00～ 10*24 8*22

36 グラウンドゴルフ 毎週木.土 8:00～ 毎週木.土 毎週木.土

わかたけ号来館 第1木 10:15～ 1 6

ミルクハウス 第２金 9:00～ 9 14

いこい（憩い）食堂 第４土 11:30～ 24

少年少女球技大会～モルック～　　　　9/10（土）8：00～内堀公園にて開催
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