
利南

※掲載の情報は、新型コロナウイルス感染症の状況で変更になる場合があります

広報ぬまた  2021. 1017
 空間放射線量測定結果（測定日：９月３日、地表100㌢で測定、単位：マイクロシーベルト／時間）

テラス沼田0.07、利南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.05、池田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、薄根地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.08、川田
地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、白沢支所0.05、利根支所0.07　　問合せ　環境課環境係☎内線３０７１

1002608

樹脂粘土で作る パンフラワー教室

とき 　11月12日・26日、12 月10日・17日、来年１月14
日・28 日の金曜日（全６回）午後１時 30 分～３時 30 分
講師　戸部みち子さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　10 人（先着順）
費用　教材費 3,000 円程度
申込み　10 月25 日（月）までに電話

小さな花のある暮らし

洋菓子教室

地域で学ぼう楽しもう
市内のコミュニティセンターでは、それぞれ特
色のある教室や講座を開催しています

【各地区コミュニティセンター】
利 南 ☎ 22 ｰ 2066　　川 田 ☎ 22 ｰ 2009
池 田 ☎ 23 ｰ 9851　　白 沢 ☎ 53 ｰ 2291
薄 根 ☎ 22 ｰ 3160　　利 根 ☎ 56 ｰ 2111

安全安心、おいしい手作りスイーツを一緒につくりませんか

とき 　11月22日、12月20日、来年１月24日、２月28日、
３月 28 日の月曜日（全５回）午後１時 30 分～３時 30 分
講師　石垣恵美さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　８人（先着順）
費用　１回 1,300 円
申込み　10 月 25 日（月）までに電話

利南

1011286

1011287

池田 わくわくプログラミング講座

とき 　11 月６日（土）午後２時～４時
講師　石橋佳歩さん
対象　市内在住の小学生
定員　10 人（先着順）
費用　無料
持ち物　パソコン
申込み　10 月 22 日（金）までに電話、来館

「プログラムって何？」「どうやって動いているの？」など
楽しく学べる講座です

1011266

薄根

基礎知識とコツを学び、花と共に暮らしましょう

1011232

とき 　11 月 10 日（水）午後１時 30 分～３時
講師　星野学さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　10 人（先着順）
費用　2,000 円（鉢代込み）
申込み　10 月 28 日（木）までに
電話、来館

1011220ヨガ体験教室

心身を整えリラックスしましょう

とき 　11 月 10 日・17 日・24 日、12 月１日・8 日の水
曜日（全５回）午前 10 時～午前 11 時 30 分
講師　尾崎奈巳恵さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　９人（先着順）
費用　無料
申込み　10 月 15 日（金）から 25 日（月）までに電話、
来館

お灸
きゅう

教室

お灸を通して "ととのう" 感覚を体験してみませんか

利根 1011204

とき 　11 月 15 日（月）午後２時～４時

講師　阿部のどかさん

対象　市内在住・在勤の人

定員　10 人（先着順）

費用　教材費 500 円（当日徴収）

申込み　10 月 11 日（月）から 29

日（金）までに電話、来館

とき 　11 月２日・16 日、12 月７日・21日、来年１月11日・
25 日、２月８日・22 日、３月８日・22 日の火曜日（全
10 回）午前９時 30 分～ 11 時 30 分
講師　生方弘美さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　14 人（先着順）
費用　無料（教材費実費負担）
申込み　10 月 20 日（水）までに電話、来館

川田 1011203

クリスマス・スワッグ講座

とき 　11 月 26 日（金）午後１時 30 分～３時
講師　星野学さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　10 人（先着順）
費用　教材費 1,500 円
申込み　11 月 17 日（水）までに電話、来館

クリスマスをテーマに今人気のスワッグ（壁飾り）を
作ってみませんか

1011265

アクリル絵の具を使って絵や文字を描き、すてきな小物
を作りましょう

1011221切り絵教室

切り絵のイロハを学びましょう

とき 　11 月 25 日、12 月２日・９日・23 日の木曜日（全
４回）午後１時 30 分～３時 30 分
講師　佐山秀子さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　12 人（先着順）
費用　教材費 1,000 円程度
申込み　10 月 15 日（金）から 25 日（月）までに電話、
来館

つまみ細工教室

布を使ってお正月のリースとブローチを作ります

利根

とき 　11 月 16 日、12 月 21 日、来年１月 18 日、２月
15 日の火曜日（全４回）午後７時～８時 30 分
講師　木村正子さん
対象　市内在住・在勤の人
定員　10 人（先着順）
費用　教材費１回 1,000 円程度
申込み　10 月 12 日（火）から 11 月
１日（月）までに電話、来館

1011231

白沢

池田

白沢

昨年度の作品 昨年度の作品昨年度の作品

「新しい」地域・まちづくり

トールペインティング講座
秋冬の 寄せ植え教室


