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   家庭教育学級 開級式  

朝食改革でパフォーマンスアップ 

6月27日（火）10時～12時 
株式会社明治西日本 

企画部食育 

エリアマーケティング課 

平山 愛友 氏 
定員30名 

※託児有 

       引野寺子屋  徳川家康 

『武田信玄に惨敗した生涯最大の危機』 

～徳川家康と三方ヶ原の戦い～ 

6月29日（木）10時～12時 

八幡郷土史会顧問 廣崎 篤夫 氏 

日 曜日 時 間 行  事  名 

３ 土 10：00 たけのこKIDS『ONEキッズスポーツ』 

6 火 11：30 ふれあい昼食交流会 

13 火 

10：00 ほのぼのルーム 

10：30 
ミッフィーキッズ 
『保育園の先生と遊ぼう♪』 

16 金 10：00 花壇の手入れ 

24 土 10：00 男女共同参画地域フォーラム 

27 火 10：00 
家庭教育学級 
『開級式朝食改革でパフォーマンスアップ』 

29 木 10：00 寺子屋講座『徳川家康』 

６ 月 の お も な 行 事 予 定  

       次世代へつなぐ 

    男女共同参画地域フォーラム 
笑って発見！聞いて納得！ 

「ひびき落笑会」の皆さんによる落語、南京玉すだれ等古典芸

能を楽しみながら男女共同参加について考えませんか？ 

【日時】令和５年６月２４日(土)１０：００～１２：００ 

【場所】  引野市民センター多目的ホール 

【定員】  ５０名程度 

【参加費】 無料 

【申し込み締め切り】 ６月１２日（月） 

  フリースペース 

お部屋開放日 

5日・12日・19日・26日 

9時～12時 

1階和室にお子様が自由に
遊べるスペースを用意して

ほのぼのルーム 

6月13日（火） 

10時～11時30分 

（受付11時15分まで） 

保健師に育児相談が出来ま
す。 

ミッフィーキッズ 

6月13日（火） 

10時30分～11時30分 

《保育園の先生と遊ぼう》 

《ミッフィーカフェ》 

   令和５年度 引野校区合同総会が開催されました。 

 ５月６日（土）、引野市民センターにて引野校区まちづくり協議

会、社会福祉協議会、青少年育成会、及び体育委員会の校区合同

総会が開催され、各団体の昨年度事業実績報告と今年度事業計

画が提案され承認されました。概要は下表のとおりです。 

団体名 主要事業 予算額 

引野まちづくり 

協議会 

引野ふれあい文化祭（10月21,22日） 

1,719 
地域で”ＧＯ！ＧＯ！”健康づくり事業 

夏休み合同夜間パトロール、センター講座支援 

花壇管理、門松づくり、どんど焼き大会等 

地域総括補助金（防犯灯、公園愛護会等11事業） 1,786 

市委託事業（センター運営委託料） 6,001 

引野校区                 

社会福祉協議会 

ふれあいネット

ワーク活動 

一人暮らし年長者見守り事業 
200 

福祉協力員研修他 

区社協助成活動 

敬老会（9月18日） 

200 
サロン事業 

広報、調査活動 

年末ふれあい餅つき大会（11月26日） 

住民主体活動 地域交流活動 50 

市委託事業 （放課後児童クラブ） 49,041 

引野校区                 

青少年育成会 

どんど焼き大会（1月7日）健全育成キャンペーン 
243 

夏休み夜間パトロール、こども育成事業等 

引野校区                 

体育委員会 

校地区大会（ユニカール,グラウンドゴルフ,風船 

214 バレー,囲碁ボール,ファミバド）西区・市大会 

（ディスコン他）スポーツフェスタ（11月26日） 

【令和5年度主要事業及び予算概要】   (単位:千円) 

【令和5年度役員名】 

  まちづくり協議会 社会福祉協議会 青少年育成会 体育委員会 

会 長 野中 悦子 小南 順通 宮本 徳之 小林 雄三 

副会長 髙田 勝彦 同左 川村  亮 杉山 修治 

副会長   山本 英樹     

事務局長 山内 弘一 同左 山内 弘一 森口 祐貴 

事務局次長 城戸 由美 同左     

会 計 城戸 由美 臼井 勉 藤川 智鶴子 森口 祐貴 

監 事 大府 章一 同左 小南 順通 向坊 龍爾 

監 事 田中 正悟 同左 髙田 勝彦 柳楽 好徳 

開館日：月～金９時～22時 土曜日９時～17時 休館日：日曜・祝日年末年始 

※現在市民センターでの窓口開設はしていません。 

※詳しくは各区役所相談窓口に来所又はコールセンター

(0120-489-199)へお問い合わせください。 



繋がろう ! !     

 
 

       ～４年ぶり春の総会にカラオケ出た! ～ 

 引野長生会の今年度総会が４年ぶりに引野区民館大ホールで開催

されました。コロナ禍で中止が続いたことから心配していましたが、

予想を上回る38名が出席しました。管理栄養士から健康講座のアン

ケート結果の報告を受けて、１１時から総会に移りました。令和４年度事

業実績と決算報告及び今年度事業計画と予算の報告があり、了承さ

れました。 

 今年からはコロナ禍前の昼食懇談会に戻すこととなり、昔の元気

な長生会が帰ってきました。カラオケで「青い山脈」が披露されると

次々にリクエストが入り、賑やかな総会になりました。懇談会が最高潮

になったところで、次回例会の再会を約束して、お開きにしました。 

《元気な引野長生会》 

今月は「読み聞かせを楽しもう！」でした。読み聞かせグ

ループほわほわさんをお迎えし、沢山の絵本の読み聞かせを

していただきました。「幸せなら手をたたこう」の歌から始

まり、「やさいさん」「おはようミッフィー」や「はらぺこ

あおむし」の大型絵本を曲に合わせて見せてもらいました。 

質問コーナーでは、お母さん方からどういう絵本を選んだ

ら良いのか質問がありました。季節に合った絵本の紹介や

「同じ絵本でも読む人によって読み方が変わってくるので楽

しい。」など、為になるお話も聞く事ができ、充実した素敵

な時間を過ごすことができました。 

インスタものぞいてみて下さいね♪ 

 

 
長生会では春の総会に続いて恒

例の緑陰グランドゴルフ大会を5月

１７日道永公園で開催しました。快晴

となったこの日は真夏日で、木陰

は涼しい風が流れて気持ちの良い

緑陰でのグランドゴルフでした。

ホールインワンも10回も出て歓声

が上がりました。和気あいあいの楽しい１時間半はあっと言う間に過

ぎてしまいました。優勝と準優勝はともに92歳の桂さんと松本さん

でした。元気な引野長生会を象徴する結果となりました。 

《元気に緑陰グランドゴルフ大会》 

      《ふれあい昼食交流会》 
 

     ～健康診査を受けて、目指そう健康寿命～ 

 引野市民センターで今年度２回目の年長者ふれあい昼食交流会

が開催され、34名が参加しました。今月のテーマは「健康診査を受

けて、目指そう健康長寿!」でした。先ずは自分の健康状態を知るこ

とが大切です。定期的に健康診査を受けましょう。そしてバランスの

とれた食事と運動で病気の予防やフレイル予防に取り組みましょ

う。 

 メニューは主菜が白身魚のホイル焼き、副菜が木の芽和え、豆腐

の中華スープ、デザートはミルクもちでした。季節感も感じながらと

ても美味しく頂きました。ヘルスメイトさんに感謝です。 

 食後のお楽しみは、高橋一郎先生のアコーディオンに合わせて懐

かしい歌１１曲「上を向いて歩こう」ほか大きな声を出して歌い、参加

者達は笑顔一杯に帰っていきました。 

 引野市民センターは地域の方々により四季

折々の花が植えられています。また周辺住民

の皆様が持ち寄ってくれる花々をセンター内

に生けています。お花でいっぱいのセンター

に遊びに来てくださいね♪ 

～センターを彩る花たち～ 

 

 

カラオケ藤の会 

（第１・２・３・４水曜日 ） 

13時～15時 

楽しく歌いませんか。 

太極拳福の会 

(第１・２・３・４水曜日) 

15時～16時半 
 興味がある方は、見学におい

で下さい。 


