
4 月 泳サロン「さくらいそう」 20 水

6 水 まちかど運動教室 21 木 乳幼児学級

12 火 久々利40th講座 歴史物語講座 27 水 お家でカフェ気分 水出しコーヒー講座

18 月 泳サロン「さくらいそう」 29 金 子ども講座　大豆から豆腐を作ろう

                                 １０月～２月の予定

１０月 歴史活用講座:久々利の絵馬作りに挑戦 １月 歴史伝統講座:八幡神社大祭の歴史

１１月 地域環境講座:環境美化の推進へ ２月 まとめ講座:講座の振り返りと次年度へ

１２月 地域安心講座:みまもり活動を考えます

講座申込みは、久々利地区センターへ（電話 64-1120）　講座は事情により変更・中止の場合があります。

7月の予定

まちかど運動教室

市制施行40周年記念事業として「そうだ!地区センターへ行こう!」がスタートしました。
このマークがついている講座が対象講座です。
「そうだ!地区センターへ行こう!」についてはこちらをご覧ください。

久々利地区の世帯と人口

世帯数 ６６５ 世帯

人 口 １,６０２ 人

（令和４年６月１日現在）

久々利地区センターだより
令和 ４ 年 7 月 1 日 第52号

発行：久々利地区センター ℡６４-１１２０ ＨＰ：久々利地区センター で検索 

泳（え～）サロン

「さくらいそう」
日時 :7月４日（月）、１８日（月）

9:30～11:30
場所 : 久々利地区センター第1会議室

久々利地区センターでは、市制40周年を契機に 久々利の歴史や地域活動を学習し、「地域の活性化・
安心安全」など課題解決のキッカケづくりを目指す「久々利40th講座」を７月～２月予定で開催しています。
引き続き講座申し込みを受け付けています。

対 象: 一般成人
場 所: 久々利地区センター 会議室等

9月は秋の交通安全運動がはじまります。高齢
者や子どもの事故防止のため、歩行シミュレーショ
ン体験や地域の危険箇所等、色々な道路・場所
での危険予知運転を考えます。

日 時 9 月28日(水)   13:30～15:30
講 師 可児警察署 生活安全課

市防災安全課

９月講座(地域安全講座)

久々利４０th講座

地震体験車に乗って、揺れ方や家庭内の危険
を知り、自宅避難や減災の方法を探ります。
プライバシーの観点から出来るだけ自宅避難が

出来る方法を皆で考えましょう。

日 時 ８月６日(土)   ９:30～11:30
講 師 久々利防災士会

市防災安全課

７月１０日は参議院議員通常選挙です。
投票所開設のため地区センターの貸館業務及び

予約受付業務は2日間 臨時休業します。
７月９日（土）投票所設営準備
７月１０日（日）投票日

８月講座(地域防災講座)

地区センターの使用に関するガイドラインの改定（令和４年７月１日改定）により、使用人数の制限が

緩和され、各部屋において使用者１人当たり４平方メートルが２平方メートル以上のスペース確保での使

用が可能となりました。詳細は地区センターにお問い合わせください。



講座申込みは、久々利地区センターへ（電話 64-1120）　講座は事情により変更・中止の場合があります。

大豆から豆腐を作ろう

日 時：7月29日（金）9:30～13:00

場 所：久々利地区センター料理室

メニュー：豆腐、おからハンバーグ

梅とかしわの混ぜご飯

きなこクッキー

講 師：生活改善グループ

味菜の家の皆さん

対 象：小学3年生～6年生

定 員：12人（先着順）

参加費：200円 申込締切：7月22日

持ち物：エプロン、三角巾

手拭き用タオル

クッキー持ち帰り用容器

水出しコーヒー講座

まろやかでスッキリした味わいの水出しコーヒーを作ります。

子どもから大人まで楽しめるアレンジレシピも紹介します。

日 時：7月27日（水）10:00～11:30 場 所：久々利地区センター料理室

講 師：pairing coffee Naoさん 対 象：一般成人

定 員：6人（先着順） 参加費：800円 申込締切：7月20日

持ち物：水出しコーヒー仕込・持ち帰り用容器（口の広い容量500ml以上のもの）、

手拭き用タオル、エプロン

ペットボトルロケットを飛ばそう

びっくりカード作り

可児市の蝶

日 時：８月４日（木）9:30～11:30

場 所：東明小学校 体育館・運動場

講 師：kokoro 心虹路 さん

対 象：小学1～3年生（保護者同伴）

小学4～6年生

定 員：15人（先着順）

参加費：無料 申込締切：7月28日

持ち物：炭酸飲料500ml使用済ペットボトル2個

牛乳パック（洗って乾かしたもの）2個

はさみ

※濡れてもいい服装で参加しましょう

日 時：８月8日（月）10:00～11:30

場 所：久々利地区センター第1会議室

講 師：田中 幸美 さん

対 象：小学生

定 員：15人（先着順）

参加費：無料 申込締切：8月1日

持ち物：筆記用具、はさみ

日 時：８月10日（水）9:30～12:00

場 所：久々利地区センター周辺、第1会議室

講 師：岐阜県昆虫同好会 佐橋 良隆 さん

久々利地区センター長 竹谷 雅彦

対 象：小学生 定 員：15人（先着順）

参加費：無料 申込締切：8月3日

持ち物：帽子、タオル、筆記用具

虫取り網・かご（持っている人）

※虫よけ対策をしてきてください

（虫よけスプレー、長ズボン、長そで、

スニーカーなど）



モルック体験会
６月１２日（日曜日）10：00から久々利体育振興会・地区センター

共催で体験会を実施しました。 参加者からは「面白かった･楽し

かった」との声が多く、体力に 関係なく自分のペースで出来、脳ト

レにもなることから、子どもから 高齢者が参加できる練習会開催

の提案もありました。

日赤 ハイゼックス料理研修
６月１６日（木曜日）9：00から久々利地区センター料理室にて赤

十字奉仕団久々利分団のハイゼックス料理研修が行われました。

だし巻き卵・味ご飯・コーヒー寒天・チキンソーセージが 美味しく

仕上がりました。災害救援用炊飯袋にお米や具・水を入れて、多

人数分の炊き出しを同時に行うものです。災害時に活用できます。

水防訓練
６月５日（日曜日）8：00から市職員と久々利自治連合会役員

と 合同で避難所開設訓練を実施しました。 従来からの避難所

設営訓練に加え、感染症予防対策、及び 体調不良者・要配慮

者(妊婦･高齢者等)の境界線や避難スペース確保と手順など

の訓練を実施し、緊急時に備えました。

久々利地区センターでは、気楽に地区センターに来ていただけるように、ミニイベントを行います。

事前予約の必要はありません、是非お立ち寄りください。

地域の活動・地域の様子

久々利地区センター ミニイベント

7月21日（木）から8月27日（土）まで（日・祝を除く）の9：00から

16：30の間に、久々利地区センター会議室を学習室として

高校生以下の生徒・児童に無料開放します。

七夕飾りをしよう

場所： 久々利地区センター ロビー

期間： ➀7月1日（金）から7月8日（金）

➁7月11日（月）から7月21日（木）

時間： 9：00から16：30の間はご自由に飾り付け

やご観覧が出来ます。

材料： ➀短冊はセンターで

用意します。（一人1～2枚）

➁サインペンもお貸しします。

➂お家で作ってきた短冊や

飾りの取り付けもOKです。

地震体験車・消防車に乗ってみよう

場所： 久々利地区センター駐車場

日時：8月6日(土）10:00～12：00

注意事項

市職員・消防団員の指示に従って乗降下さい。

駐車は久々利保育園の駐車場も利用出来ます。

熱中症対策をお願いします。

夏休み期間中に学習室を開放します



【５月12日 利用してみよう!公共交通機関で楽しいおでかけ】

令和4年度の乳幼児学級が開講しました。今年度はアットホームに6組の学級生でスタートしま

した。初回は、開講式と「子どもといっしょにプラバン作り」を行いました。自分で描いた絵をプラバンにする子、

お母さんに自分の好きなものの絵を描いてもらってプラバンにする子。それぞれの個性を垣間みるようで楽しい

講座でした。

【５月19日 開講式】

さつきバス、電話で予約バス、Kバスの利用方法について学びました。

・車に乗れなくなった時のために参考になりました。

いろんな交通手段があることを知ることができてよかったです。

・今後、利用することもあると思うので役に立ちました。 など

乳幼児学級

くくりのみや
初夏のさわやかな日差しの中、久々利地区センターを出発して、泳宮、久々利の街並み、八幡神社をめぐり、
東禅寺の前を通って久々利城跡を登りました。また、歩き方の基本から、ポールの持ち方、ポールを持ったとき

の歩き方などを学びました。

・歩き方やポールの使い方が分かってよかった。また講座があれば参加したいです。

・自分では行かない所に行けて、久々利に良いところがあることを知りました。 など

講座開催報告

【５月24日 ノルディックウォーキング】


