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～ 今年は１０月２７日（土）・２８日（日）に開催 ～ 

大橋市民センター利用者を中心に地域で活動する

団体と協働して、毎年虹の大橋まつりを開催してい

ます。今年のまつりは１０月２７日（土）・２８日（日）

に開催します。第１回実行委員会は、７月１４日（土）

に参加予定の団体が舞台発表・作品展示・体験・模擬

店などのコーナーに分かれて内容を検討します。例

年人気のリンゴの販売も飯綱町に依頼しています。 

 

大橋市民センター利用者の会では、虹の大橋まつり開催に合わせて、地域の皆様に気持ちよ

く来館していただくために除草作業を３回計画しています。第１回目は、６月７日（木）に行

いました。当日は１７名の参加により敷地内の除草作業を行いました。終了後に、お握りとお

茶菓子を食べながら参加者交流を行いました。第２回の除草作業は、９月１４日（金）９時か

ら（雨天中止）、第３回は１０月１０日（水）９時から、雨天の場合は１３日（土）を予定して

います。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

模擬店は野菜や飯綱町のりんごやパ

ン、コーヒー、手芸品なども販売予定 
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昨年の実行委員会の様子  

 

前回のまつりで好評だった 

ハワイアンダンスは、今年も 

出演します。 

  
陶芸をはじめ、木彫り、絵手紙、墨絵  
など、手作り作品を展示しています。 
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ダンスストレッチ体験教室 
 音楽に合わせて、ダンスとストレッチで体を動

かしてみませんか。 

●期 日 … ９月１１日・１８日・２５日、火曜日 

    ３回。（１回のみの参加も可） 

●時 間 … １０：３０～１２：００ 

●場 所 … 大橋市民センター  

●対 象 … 市内在住・在勤の成人女性  

●定 員 … ２０人(申込順) 

●参加費  … 無料 

●持ち物  … 運動できる服装、運動靴、タオ

ル、飲み物（水分補給用） 

●指導・協力  … ドルフィン 

●申込先  … ８月６日（月）から、平日９：００～

１７：００に大橋市民センターへ

電話可（☎２８６－０００５） 

 

 

 
 
 

大橋市民センターのサロンに 

来てみませんか？ 

大橋市民センターを会場に、地域の方が自

由に参加できるサロンを第４水曜日に開催して

います。お時間がありましたら参加してみませ

んか？ 

●日時・内容  

・７月２５日（水）１３：００～１５：３０ 

「やきもち茶論」 気軽なおしゃべり会  

・８月２２日（水）１３：００～１５：００ 

ぬくもりの会「広場」 戦争や災害を語る会  

・９月２６日（水）１３：００～１５：００ 

  ぬくもりの会「広場」 おしゃべり会  

・１０月２４日（水）１３：００～１５：３０ 

  「やきもち茶論」 気軽なおしゃべり会  

●問合先 …大橋市民センター 

（☎２８６－０００５）

 

 

 
 

虹の大橋まつり 

フリーマーケット出店者募集 

リサイクルを目的としたフリーマーケットです。 

★対  象 … 市内在住在勤の方（仕入品などの販

売目的、購入額以上の金額での販売

は不可） 

★日  時 … １０月２７日（土） １０:１５～１４:００ 

             ２８日（日） １０:００～１４:００ 

※雨天の場合は各自の自主判断 

★場  所 … 大橋市民センター敷地 

★店  数 … 各日１０区画（先着順） 

★出店料 … ３００円 

★申込み … １０月１日（月）から、平日９：００～ 

１７：００に大橋市民センターへ電 

話可（☎２８６－０００５） 

※ 電話での申し込みの場合は、後日書類を

取りに来ていただきます。 

 

 
 

 

 

 

市民センター事業についての質問・意見

は、大橋市民センターにお問合せください。  

☎ ０４９－２８６－０００５ 

 Mail  10400070@city.tsurugashima.lg.jp  

大橋市民センター 

利用者懇談会を開催します 
 
大橋市民センターでは、市民が利用しや

すい施設となるために、利用者から意見や要

望をいただくための利用者懇談会を年２回開

催しています。第１回利用者懇談会は下記

の通りです。利用者懇談会終了後、虹の大

橋まつり第２回実行委員会を行います。 
 

●日時 … ９月１日（土） 

利用者懇談会 ９：３０～ 

虹の大橋まつり実行委員会 １０：３０～ 

進行上、時間がずれる場合があります。 

●会場 … 大橋市民センター・集会室 

●問合先 … 大橋市民センター 

（☎ ２８６－０００５） 

大橋市民センター事業に参加しませんか！ 

 

http://www.google.co.jp/url?q=http://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_9729.html&sa=U&ei=lVcpU86rCIualQW9l4GwBA&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNF7926ugIOpL4vstUfUtUX-6E2PhA
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南小学校エリアの太田ヶ谷、松ヶ丘、南町地区

で夏祭りが開催されます。盆踊りや太鼓、バンドの

演奏、カラオケなどのほか、模擬店や子どもが楽

しめるコーナーもあります。皆さんお出でください。 

■太田ヶ谷納涼盆踊り大会  

日時：７月２８日(土) １７：００～２１：００ 

    ※雨天の場合、翌日順延 

会場：農村センター 

主催：太田ヶ谷連合自治会 

 

■松ヶ丘自治会納涼盆踊り大会  

日時：８月４日（土）１６：３０～２０：００ 

    ※小雨決行、荒天時は集会所 

会場：松ヶ丘広場（エコス川鶴店、松ヶ丘自  

 治会集会所隣） 

主催：松ヶ丘自治会  

 

■南町連合夏祭り 

 日時：８月４日（土）１５：００～２１：００ 

     ※雨天決行 

 会場：大橋児童公園（南中学校前） 

 主催：南町５自治会  

 

  

「ダンシングヒー

ロー」を踊るよ‼ 

地域の夏祭りに 

行ってみませんか！ 

  

 

サザン地域支え合い協議会会員や大橋市

民センター利用者の会による朝市です。地元

の新鮮な野菜など、農産物や手作り品などを

販売します。 

◆月日 ７月２８日、８月２５日、９月２２日 

（１０月は虹の大橋まつりに参加） 

※毎月、第４土曜日に開催予定  

※荒天時や出店者が２名に満たない

場合、中止になる場合があります。 

◆時間 ９：００～売り切れまで  

      （１０時からの出店もあり） 

◆場所 大橋市民センター・ロビー 

◆主催 サザン地域支え合い協議会、 

大橋市民センター 

◆問合先 大橋市民センター 

☎２８６‐０００５ 

サザン朝市 
毎月第４土曜日 

９：００～ 
 

 
新鮮野菜の販売 

 

手芸品の販売 

 

大橋市民センター空調機故障中 

開館２７年が過ぎ、施設の老朽化のため、昨

年は第１学習室、事務室系の空調修繕を行いま

した。今年、１階：視聴覚室・調理実習室・団体

活動室、２階：和室・実習室の５部屋２系統の空

調が故障し、現在冷房が使えない状態です。修

繕に向けて進めておりますが、当面の間利用の

皆様にはご迷惑をおかけします。  

今年はジャズの

生演奏を楽しめ

ます‼ 

津軽三味線の演奏

や子どもが楽しめる

企画があります‼ 
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緑のカーテンレシピ② 

ゴーヤのチップス 

緑のカーテンをゴーヤで作

ったけれど、ゴーヤチャンプル

ーは飽きたという方におすす

めレシピです。お子さんのお

やつに、ビールのおつまみに

最高です。 

【材料】 ゴーヤ、油、塩  ………  適量 

【作り方】 

１．ゴーヤはできるだけ薄くスライスする。 

２．ザルに広げて両面を１時間ずつ陰干して

おく。 

３．中温で少しずつカリッとするまで素揚げに

する。 

４．油からあげ、熱いうちに塩をふる。 

【メモ】 

・いくらでもいけちゃいますね。ゴーヤ２～３本

ペロッと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緑のカーテンレシピ集２０１０より」 

 

 

 

 

大橋市民センターで活動しているサークル
です。一緒に活動してみませんか？ 
 

★ 絵画サークル けやき ★ 

 水彩、油絵、アクリル画を楽しみながら、仲

間づくりをしています。 

・日 時 … 毎週土曜日、１３：００～１７：００ 

・月会費 … ２,０００円 

・問合先 … 古川 ☎ ２８６－４１０３

★ 炎の会 ★ 

陶芸を楽しみながら、友達作りをしていま

す。 

・日 時 … 第１・３、水曜日、 

９：００～１７：００ 

・入会金 … １,０００円 

・月会費 … １,５００円 

・問合先 … 鈴木  

☎ ２８７－０９３２ 

 

★ 松龍太極拳サークル ★ 

 太極拳の習得を通じて、健康な身体づくり

と仲間づくりをしています。  

・日 時 … 毎週月曜日、１０：００～１２：００ 

・入会金 … １,０００円 

・月会費 … ２,５００円 

・問合先 … 加瀬 ☎ ０９０－９１３４－６４６３ 

 

★ さわやか太極拳クラブ ★ 

 太極拳で体を動かし、仲間と汗を流しませ

んか？  

・日 時 … 毎週火曜日、１９：３０～２１：００ 

・月会費 … ３,０００円  

・問合先 … 須藤 ☎ ２８５－２３６９ 

 

大橋市民センター 

大橋児童館 
 

全館清掃日のため、下記の日程で休

館します。ご不便をおかけいたしますが、

当日は床にワックスをかけるため全館使

用できません。 
 
次回は、 

１０月２９日(月) 

９:００～１８:００ 
 

※ 事務室が清掃中のときは、受付業務

及び諸証明の発行事務はできませ

ん。 

図書の返却はできますので、事務室

へお声がけ下さい。

 

の休館日 

仲間になりませんか 

 

 

 


