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  発 行  三木市緑が丘町公民館 

 責任者      館長  金子 高士 

三木市緑が丘町中３丁目３８ 

℡ ８５－７０１１        

緑が丘地区人口 ８，９５６人   （前月比 -６人） 
男 ４，２０６人  女 ４，７５０人 世帯数 ４，２４６世帯 

令和４．９．３０現在 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、講演会を中止する場合があります。 

 

緑が丘町まちづくり講演会 
「チベットと日本 異文化を超えて」

と き 令和４年 11 月 27 日(日) 13:30～15:00 
ところ 緑が丘町公民館 １階 大会議室 
主 催 緑が丘町まちづくり協議会 

～ つながる心と心 ～ 
日本でただ一人チベット人歌手として活動を続け

るバイマーヤンジンさんに講演いただきます。チベ
ットの文化や習慣、そしていじめなどにあったこれ
までの体験談を聴くことにより、異文化を理解する
ことの大切さを学びます。 

講師 バイマーヤンジン さん 
チベット出身。歌手。中国国立四川音楽大学卒業後、同大学

専任講師に就任。1994 年来日後、日本でただ 1 人のチベット
人歌手として、故郷チベットの音楽や文化を紹介するため、全
国各地で講演会、コンサートを行う。ユーモアたっぷりの語り
口で、日本とチベットの文化の違い、家族のあり方などをテー
マとした講演は多くの人々の感動と共感を呼び、テレビ、ラジ 

オ等でも度々紹介され、「テレビ寺子屋」レギュラー講師、毎日放送「ミント！」ではコメンテー
ターも務める。チベットの学校建設活動も大きな成果をあげ、9 つの小学校と 1 つの中学校が開
校、経済的に苦しい大学生への奨学金支援も 20 年以上続けている。大阪市より「きらめき賞」、
新潟県長岡市より「米百俵賞」を受賞。 

スマートフォン初心者対象の無料体験教室です。(先着 10 名(市内在住限定)) 

とき 令和４年 11 月 21 日(月) 10：00～12：00 ところ 緑が丘町公民館 

 

(申込み方法) 11 月 11 日(金)午前８時30分から受付開始 
受付時間 平日 ８時 30分～17時 00分の間のみ 
電話か窓口で ①氏名 ②住所 ③電話番号をお伝えください 
申込み・問合せ先 緑が丘町公民館 ☎８５－７０１１ 

※体験用スマホは１人１台こちらで準備します。※３月～８月の教室を受講した人も受講いただけます。 

 



(2) 令和 4年 10 月 26 日 

★あるこう会（たべよう会）は、1１月１6 日（水）

11：00～14：00、協同学苑で開催します。 

毎月第3 金曜日に開催しています！ 

日 時： １１月１８日（金）13:00～15:00 

お茶代： １００円 （お菓子つき） 

飲み物： コーヒー・紅茶 

場 所： 自治会館 分館 大ホール 
 

お友達とご一緒に、お一人様も大歓迎。お忙

しい方はのんびりと、お暇な方もそれなりに… 

美味しいコーヒーでホッとしたひとときをお

過ごし下さい。お待ちしています！ 

(マスクを着用ください。) 

緑が丘ボランティアセンター 

ふれあい喫茶 

11 月 18 日（金）10：30～12：00 

 

緑が丘町公民館 ℡：８５-７０１１ 

日 時： 月 日（日）14：０0～16：00 

場 所：緑が丘町公民館 中会議室（２階） 

テーマ：「認知症しあわせ計画パート６」 

対 象：緑が丘町・近隣にお住まいで 

認知症に興味のある方 

ご家族でご一緒に！！ 

参加費：無料  

講 師：かきぎ認知症しあわせクリニック院長 

    医学博士 柿木 達也 先生 

主 催：みどりほっとクラブ 

後 援：三木市・緑が丘町まちづくり協議会 

    三木市社会福祉協議会 

※マスク、上履きをお持ちください。 

認知症サロン  

日 時： 月 日（木）13：30～15：30 

場 所：緑が丘町公民館 中会議室（２階） 

対 象：認知症状の方、介護のご家族 

参加費：お１人 100 円 

内 容：ストレス解消と 

介護情報提供・交換など 

 ※マスク、上履きをお持ちください。 

認知症の方やご家族が気軽に参加できる 

「集いの場」「交流の場」です。 

主 体：みどりほっとクラブ 

緑が丘町自治会館 ℡：８４－１１５０ 

緑が丘町公民館 ２階 和室 

 

緑が丘在住のボランティアスタッフが、 

子どもと一緒に遊んだり、絵本などの読み

聞かせなどをしています。 

今月はボールプールを使って遊びます。 

事前申し込みは不要です。ご都合のよい時

間に、お気軽に遊びに来てください。 

       三木市社会福祉協議会 ボランタリー活動プラザみき （電話）０７９４－８３－００９０ 申込み・問合せ 

 
活動： 毎週月曜 13：00～16：00 

会費： 2 カ月 3,000 円  

対象者： 成人男女 

連絡先： 0794-84-0539（本保） 

活動内容・ＰＲ：  

絵画（主に水彩画）の研修をとおして、会員同士の親

睦をはかりながら楽しく活動しています。 

興味のある方はぜひどうぞ!! 

 
活動： 毎週月曜 13：00～15：00 

会費： 月 500 円  

対象者： 成人女性 

連絡先： 0794-85-3489（千脇） 

活動内容・ＰＲ：  

平均年齢 77 歳。 

“安全第一・仲良く・よく笑う”を合言葉に、元気にシャト

ルを追っています。 

 

公 開 講 座 

定員に達しましたので、当日の申込

みは出来ません。 



令和 4年 10 月 26 日 (3) 

 内容：三木精愛園が取り組んでいる緑が丘町にあるグループホームでの 
障害者自立支援の取組を紹介するとともに、障がいのある方が 
私たちと同じまちで働き、暮らしつづけることができる共生の 
まちづくりを考えます。 

主催：緑が丘町公民館 共催：三木精愛園 
※緑が丘町公民館高齢者教室・レディースセミナーと合同で開催します。 
新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用とスリッパ(上履き)をお持ちください。 

 

講演と対談 北播磨障害者就業・生活支援センター 主任就業支援担当者 森 一人 さん 
           三木精愛園グループホーム利用者 加藤 一夫 さん 
 

さんさんギャラリーオアシス 
緑が丘町公民館 地域まちづくり担当 長郷 

         さんさんギャラリーオアシスから 

           11 月展示のおしらせ 

開館時間 9：00～17：00（水曜日休館） 
※展示最終日は１５：００までです 

期間 展示名・内容 出展者 

１０月２２日～ 

１１月 ４日 

寸景の記録（３） 

水彩画・羅漢像展 
石 春雄 さん 

１１月 5日～ 

１１月18日 
和紙ちぎり絵展 

セントクリスト

ファームズ 

ホーム 

１１月19日～ 

１2月 2日 

フォトサークル

「風」写真展 

フォトサークル

「風」 

 

※11月 8日（火）～11月 12 日（土）の 

青山公民館文化祭準備期間・及び当日も、

図書館は開館しています。 

どうぞご利用ください！ 

 

青山図書館（青山公民館内）℡：８７－８０００ 

みどり ひと･まち セミナー    
と き 令和４年 11 月２2 日（火） 10：00～11：30 
ところ 緑が丘町公民館 1 階 大会議室 
テーマ 「このまちで働き、暮らしていく」 ～三木精愛園の取組をとおして～ 

公民館ロビー展のご案内 

◆「写真展」… 写る友 
１１月９日(水)～１１月２１日(月) 

●青山図書館今月の休館日● 

１１月３０日（水） 

初心者向けの授業のほか、

防災に役立つスマホの活

用方法もお教えします。 

 三木北高校がユネスコスクールの活

動の一環として、（株）ユニクロが行う

“届けよう、服のチカラ”プロジェクト

に参加します。７年目を迎えるこの活動

は、単なる服のリサイクルではなく、世

界の難民の子ども達に服を届ける活動

を通して、世界で起こっている様々な問

題を考えることが目的です。 

三木北高校や緑が丘町公民館などに

回収用の段ボール箱を設置しています

ので、ご家庭で使わなくなった子ども服

がありましたらご協力をお願いします。 

●回収の期間 

 令和４年 1１月１日(火)から１８日(金) 

●回収に関するお願い 

・回収した服はお返しできません。 

・ポケットを確認し、必ず洗濯をしてからお持ちください。 

・パンツや靴下などの下着、帽子、くつ、マフラー、ベルト 

などの小物類は回収できません。 

●回収できるもの 

・回収できる服は、赤ちゃんサイズから 160cm までの 

 子ども服のみです。（ユニクロ以外も可） 

・アイテムや季節、デザインは問いません。 

三木北高校 ℡：８５－６７８１ 



日 曜 行　　事　　予　　定

1 火

2 水

3 木 文化の日(公民館17時閉館）

4 金
人権相談(13：00～16：00)(人権推進課　℡82－8388)(公)
人権擁護委員は、藤田加代子さん、篠原政次さんです。

5 土

6 日

7 月

8 火
乳幼児教育学級(10：00～11：30)(公)
子育てひろば こども服リサイクル・
　　　　　おもちゃ図書館(10：00～12：00)(おおきなき)

9 水

10 木
たんぽぽ広場(10：30～11：30)(緑が丘東幼稚園℡85-8500)
みどりほっとクラブぐり～んカフェ(13：30～15：30)(公)
                                                             (詳細p.2)

11 金

12 土

13 日 みどりほっとクラブ公開講座(14:00～16:00)(公)(詳細p.2 )

14 月

15 火
乳幼児教育学級(10：00～11：30)(公)
園庭開放「にじいるか」(10：00～11：00)※雨天中止
                 (清心緑が丘認定こども園℡87-0888)

16 水

17 木
子育てキャラバン【みきっこくまさん】（10：00～11：30）(公)
※要申込：児童センター ℡82-2069（第4日曜日は休館）

18 金
ファミリーサロン”にこにこ”(10：30～12：00)(公)(詳細p.2)
緑が丘ボランティアセンターふれあい喫茶
　         　　(13：00～15：00)(自治会館分館)(詳細p.2)

19 土

20 日

21 月 はじめてのスマートフォン講座(10:00～12:00)(公)(詳細p.1)

22 火
みどり ひと・まち セミナー【高齢者教室＆ﾚﾃﾞｨｰｽｾﾐﾅｰ】
　　　　　　　　　　　　　　　　(10:00～11:30)(公)(詳細p.3)

23 水 勤労感謝の日(公民館17時閉館）

24 木

25 金
トレーニングルーム利用者講習会（19：00～20：00）（公）
　※定員10名、11月24日（木）までに申込が必要です。

26 土

27 日 まちづくり講演会(13:30～15:00)(公)(詳細p.1 )

28 月

29 火

30 水 公民館月末休館日

※ (公)は、緑が丘町公民館で開催します。　詳細は、各ページをご覧ください。

子ども会 資源回収

★古紙は【各地区ごみステーション】

【回収品目】 ①新聞・広告

②雑誌・本・その他の紙

③ダンボール

①～③の品目ごとに分別してください。

【回収日】第１木曜：中地区

第２木曜：西地区・本町地区

第４木曜：東地区

★アルミ缶は【各地区ごみステーション】

①必ず中を洗ってください。

②透明のナイロン袋で中身が見えるよう

にして出してください。

③アルミ缶以外のスチール缶などは

「あらごみ」の日に出してください。

【回収日】第１月曜：中地区

第２月曜：西地区・本町地区

第３月曜：東地区

※雨天でも回収します。

（ただし、午前6時30分までに警報が

出ている場合は中止）

※回収忘れがある場合は下記連絡先まで

ご相談ください。

℡ 080-1770-9346 （いけだ）

寺子屋おおきなき事務局 ℡070-6667-7193

「おおきなき」プレーパーク活動日

安心して公園遊びができるように、

冒険ひろばを開催しています。

※コロナウイルスの影響で変更になる
場合があります。

※できるだけマスク着用をお願いします。

アルミ缶

11月開催日 時　間 場　所

5・19
（土曜日）

10:00～
15:00

中1丁目公園

15:30～
17:30

中2丁目公園
2・9・
16・30

（水曜日）

☆プレーパークイベント☆
『木工体験』

日時：11月19日（土）10：00～15：00

是非、親子でご参加ください！


