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 緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き外出を半減する様、県からの要請が出ております。 県のホームページに

外出5割減まであと何％と、具体的な数値も掲げてあります。（更新されています） 功を奏し感染者が減少しているのが

嬉しいですね。　忠海地域交流センターでは、感染対策を取り、徐々に活動を再開しております。　但し、7月中は　

空調工事の為、冷房が使えないので扇風機での対応となります。　熱中症予防の為、必ずお茶をご持参ください。

　ふれあい農園では、子ども達もボランティア活動に参加して

水やりや草抜きを手伝ってくれています。(収穫まで、毎週土曜日）

もうすぐトウモロコシが収穫時期を迎えます。昨年はイノシシに

入られ、サツマイモがほぼ掘り返されてしまい、悲しい思いを

しました。　イノシシ対策として、竹原市の補助で周りの柵を

補強し、畑の中にも寄付して戴いた電気柵を設置する事が

出来ました。　たくさんの人に支えてもらって、活動を続けて

いく事が出来ます。　忠海は、思いやりにあふれた町である

事を子ども達にも伝えたいと思います。

日時　7月20日（火）　10：00～１1：30

場所忠海地域交流センター2階生涯学習室 　皆さん、お待たせしました。４月のライブ以降、開催

講師 竹原市在宅支援センターせいけい 職員

　　　 

【少年少女球技大会打合せ】
〈演奏予定曲〉

　集まって戴いて今年はいつ頃、どんな形で行うか 　

【くり返し、皆さんにお願い】

・昔の忠海の町が映った写真、フイルム

（堀が、町中まである様子、大岡劇場など）

・忠海で撮影された映画のポスター

・昔の祭りの写真 など・・・

おうちに眠っているお宝を探しています。センター

にお持ちいただけると、有難いです。

#

　【忠海地域交流センターは活動を再開しました】

　【ふれあい農園では・・・】

でも参加出来ます。お気軽にお越しください。 夏休み中の学生さんも時間が合えば、演奏を聴きに

来てね。是非この機会にセンターをご利用ください。　　　　

【 せいけい介護予防教室のご案内 】 　　【ロビーライブのお知らせ】

　　—介護保険ってどんなもの？— 日時　8月５日（木）　　１０：３０～１１：３０

ゲスト　楽音サークル　＆　シャインフレール

出来ず、第2回となります。　音楽は元気の源…

今回は介護保険制度について学びます。 どなた コロナに負けないパワーをたくさんもらってください。

日時　７月６日（火）　１９：３０～２０：３０

　を話し合います。

　

　

　

　　対象　…　子ども会会長とお子さんの保護者

7
月号

竹原市立忠海地域交流センター
〒729-2316

竹原市忠海中町二丁目26-1

☎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～

たとえワクチンを2回接種されていても、未接種

の人を守るため、正しい行動を心掛けましょう。

体調が優れない方は来館をお控えください。

来館される際には、マスク着用の上,家で検温を

済ませてからおいで下さい。

シャインフレール

・東京ブギウギ（ピアニカ）

・星に願いを （〃）

・上を向いて歩こう （〃）

・海の見える街 （〃）

・シング （〃）

・花は咲く （〃）

他…

楽音サークル

・イマジン（ギター・ケーナ）

・椰子の実 （〃）

・シルクロード （〃）

・北の国から（ギター・オカリナ）
・浜辺の歌 （ 〃 ）

・いつも何度でも（ 〃 ）

黒滝ホームの裏側にあります。

ご協力お願いします。



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 　7月 　8月

1 大正琴 第1.3月 13:30～ 5*19 2*16
2 健康ヨガ 第1.2.4月 15:00～ 5*12*26(コミセン）2*23
3 和太鼓エクササイズ 第４火 10:00～ 27 24
4 掛場獅子舞 第1.3火 19:00～ — 3*17
5 楽しく歌と脳トレ！ 第2火 10:00～ 13 10
6 忠海美術愛好会 第2.4火 14:30～ 13*27 10*24
7 生命の貯蓄体操 毎週水 9:30～ 7*14*21*28 4*18*25
8 男性３Ｂ体操 第1.3水 10:00～ 7*21 4*18
9 男性料理教室　(変更有→）第3水 10:00～ — 18
10 クラフトバンド 第2.4木 9:00～ 8*22 12*26
11 フラダンス 第2.4木 10:00～ 8*22 12*26
12 リフォーム＆洋裁 第1.3金 9:30～ 2*16 6*20
13 煎茶 第2金 9:30～ 9 13
14 フラワーアレンジメント 第3金 10:00～ 16 20
15 手ごねパン 第2土 9:30～ — 7
16 こども習字 第2.4土 15:30～ 10*24 14*28
17 そば打ちの会 第1.3月 ９:30～ 5*19 2*16
18 にこにこｴｱﾛ（〇印は午前） 毎週月 13:30～ 5*12*⑲*26 2*23*30
19 太極拳 毎週火 14:00～ 6*13*20*27 3*10*17*24
20 自然観察会 第3火 13:00～ — —
21 空手 毎週火 1７:00～ 毎週火 毎週火土
22 詩吟 第2.4水 13:30～ 14*28 25
23 ヴォーカル夢 第2.4水 9:30～ 14*28 25
24 ピンポン同好会 毎週木 13:00～ — 5*12*19*26
25 囲碁 毎週火.木 13:00～ 毎週火.木　 毎週火.木　
26 ダンス 第3木 13:30～ — 19
27 忠海歴史研究会 第4木 13:00～ — —

28 楽音サークル 毎週木 15:30～ 1*8*15*29 5*12*19*26
29 混声コーラス 毎週金 19:30～ 2*9*16*30 6*13*20*27
30 園芸クラブ 第1.3金 9:00～ 金（月１～２回） 金（月１～２回）
31 民謡 第1.3土 13:30～ 3*17 7*21

33 卓球クラブ 毎週土 13:00～ 3*10*17*24 7*14*21*28
32 お話と絵本の会 第3土 9:30～ — 21
34 ムード歌謡 第2.4土 13:00～ — —
35 グランドゴルフ 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 5
ロビーライブ 第1木 10:30～ — 5
ミルクハウス 第4木 9:00～ — 26

ちょっと一息・・・☕　次のうち、7月が旬のものは、どれでしょう。

　　　　　　　　　また、それぞれがもっともよく採れる都道府県はどこでしょう。
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（　 　　県）　（　　　　県）　　　（　　　県）

　1.オクラ　　　2.やまいも　　　　　3.ブロッコリー

（　 　　県）　（　　　　県）　　　（　　　県）

　1.うめ　　　　2.落花生　　　　　3.じゃがいも

（　 　　県）　（　　　　県）　　　（　　　県）

　1.はっさく　　2.りんご　　　　　3.マンゴー　　　　　　

（　 　　県）　（　　　　県）　　　（　　　県）

　1.サクランボ　2.いちご　　　　　3.ごぼう

① １

1.和歌山 （6～7月）

2.千葉県 （8～11月）

３.北海道（3～6月）

② 3

1.和歌山県（12～4月）

2.青森県（10～12月）

3.宮崎県（6～７月）

③ 1

1.山形県（5～7月）

2.栃木県（3～4月）

3.青森県（10～2月）

④ 1

1.鹿児島県（6～8月）

2.北海道（11～1月）

3.北海道（11～3月）


