
（夏井町ＰＧＣ） 

◎活動日：月 1 回 第 1 木曜日 

◎時間：9:30～15:00 

◎場所：おおのパークゴルフ場 

◎事務局：水堀 昭雄さん

(52-1905) 
☆健康増進のために、楽しくプレーしています。  
☆現地集合・解散で、体力や予定にあわせて参加でき
ます。  
☆平庭などのゴルフ場での活動も計画しています。  
☆チーム編成をしますので、会員登録者で当日参加で
きない方は、前日までに事務局へご連絡をお願いしま
す。  

もうすぐ、夏井町民文化祭 
第 37 回夏井町民文化祭が 11 月 10 日（土）、11 日（日）に開催されます。  

詳しくは、｢夏井町振興協議会だより (11/1 号 )｣をご覧ください。  

 

 

 

 

 

放課後子ども教室スタッフが運営する『夏井っ子☆工作コーナー』では、スノーマ

ンドームの工作やプラバンがあります。（写真左）喫茶コーナーでは、ペーパークイリ

ング講座で作成したウェルカムボードがお出迎えします。（写真中央）夏中ヤンボラ部

のわたあめ（写真右）や中学生が大活躍の喫茶コーナーもあります。皆さん、ぜひ足

をお運びください。※工作コーナーは、11/11（日）のみ  

 

 

 

 

 

 

  

上にのせているのが｢ドリッパー｣↑  

下でコーヒーを受けるのが｢サーバー｣ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
   
 
  

 健康マージャンとは、きちんとした挨拶から始まり、負けても怒らない。ゲーム本来のお

もしろさを追求したマージャンのことです。初めての方も女性の方も大歓迎です。  

 ぜひ、体験してみませんか？頭と指先を使って若さを保ちましょう。  

 健康マージャンとは、きちんとした挨拶から始まり、負けても怒らない。ゲーム本来のお

もしろさを追求したマージャンのことです。初めての方も女性の方も大歓迎です。  

 ぜひ、体験してみませんか？頭と指先を使って若さを保ちましょう。  

 健康マージャンとは、きちんとした挨拶から始まり、負けても怒らない。ゲーム本来のお

もしろさを追求したマージャンのことです。初めての方も女性の方も大歓迎です。  

 ぜひ、体験してみませんか？頭と指先を使って若さを保ちましょう。  

かぼちゃコンクールの開催にあわせ、11/4（日）11:00～13:00 に一日
市場（いちにちいちば）を開催します。川代交流館に隣接する農村公園

を区画します。（雨天時は、川代交流館ホールにて実施）  

一日市場は、ふるさと未来づくり事業「１班つどいグループ」の企画です。  

＊出店者募集！！＊ 

農林水産物や漬物などの加工品、手作りの小物などを
一日市場で販売してみませんか？  
【出店の条件】  

・夏井町民の方、または夏井町内で生産されたもの  

・軽バスなどでの販売可。テントなどの必要な備品は、出店者が準備する。  

・お試し開催であることから、出店料金は無料とします。  

※要綱や申し込み用紙は、夏井市民センターに備え付けます。  

 申し込み締め切り  平成 30 年９月 27 日（木）  

その他、「きき米コーナー」や「もちのお振舞」など計画中。詳しく決まりま

したら、くじ広報やセンターだよりなどでお知らせします。  

 

６月に配布したジャンボかぼちゃは、すくすくと生長していますか？  

夏井地区ふるさと未来づくり事業で検討されている「夏井町全域でのかぼちゃコンクール」の実

現に向け、今年は総練習（プレ・イベント）として、かぼちゃの栽培を呼びかけてきました。来年

の 20 回を記念するかぼちゃコンクールへ向けて、小さい実でもよいので参加してみてはいかがで

しょう？  

かぼちゃコンクール 
日時  平成 30 年 11 月  ４ 日（日）  ※かぼちゃの展示は 11:00～  

表彰式  12:00（予定）  

場所  川代交流館  

主催  川代地区振興会  
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 シュガースティックやスプーンを入れても可愛いプチぺーパーバッグ

をつくります。  

ハンカチや手作りお菓子などをプレゼントする時のラッピングにもお

しゃれですね。センターでは、ペーパーと用具のみの提供となりますの

で、ラインストーンやチャーム用のチェーンをつけたい方は、遠慮なく

持ってきてください。   大人気のペーパークイリング講座です。今年は、飾ると「おうちが

カフェみたいな雰囲気になっちゃう」ウェルカムサインをつくります。 

難しいテクニックがいらない基本パーツをペーパーフレームに配置

したアルファベットなどに張り付けていくと…あら、可愛い。立体的

な作品に仕上がります。文化祭のカフェコーナーを彩る作品をつくっ

てみませんか？初めての方も慣れた方もみなさんでつくりましょう。  

開催日  平成 30 年９月１４日 (金 ) 
◎時 間 9 時 30 分～11 時 30 分 
◎場 所 夏井市民センター 営農研修室 
◎対 象 どなたでも参加できます。 
◎参加費 無料（共同作品をつくりますので、 
     個人への作品の引き渡しは、町民 

文化祭終了後となります。） 
◎持ち物 はさみ（細かいものを切りやすいと 
     便利です。） 
     クイリング用のバーは貸し出します。 
     持っている方は、持参ください。 

◎申込締切 ９月６日(木) 

コーヒー講座、多肉植物やエアープランツを取り入れたお部屋づくり

なども企画中です。 

おいしいコーヒー講座 
-おうちカフェしよう！シリーズ- 

  コーヒー豆から淹れるドリップコーヒーの香りに癒されることありません

か？おうちでほっこり、おいしいコーヒーが飲めたら疲れも忘れますね。  

 今回の講座では、シフォンケーキを焼きながらコーヒーのお話を聴きます。  

豆の産地や淹れ方による違いを感じて  

みませんか？  

 大人気のペーパークイリング講座です。今年は、飾ると「おうちが

カフェみたいな雰囲気になっちゃう」ウェルカムサインをつくります。 

難しいテクニックがいらない基本パーツをペーパーフレームに配置

したアルファベットなどに張り付けていくと…あら、可愛い。立体的

な作品に仕上がります。文化祭のカフェコーナーを彩る作品をつくっ

てみませんか？初めての方も慣れた方もみなさんでつくりましょう。  

開催日  平成 30 年１２月１１日 (火 ) 
◎時 間 9 時 30 分～11 時 30 分 
◎場 所 夏井市民センター 調理室 
◎定 員 ８名 
◎参加費 ８００円（当日集金します。） 
◎持ち物 お気に入りのカップ 
     ドリッパーとサーバーがおうちに

ある方は、持参ください。 

◎申込締切 11 月 29 日(木) 
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第２回予告 
パークゴルフ大会 

 

夏井市民センター 電話番号 53-2581 ファックス 52-2125 

活き活き倶楽部 
パークゴルフ九戸場所の様子です。 

地域の情報コーナー  

 

①一日市場を開催します。  

 夏井町内でつくった米や野菜、団子やハンドメイド作品を販売しま

す。夏井地区ふるさと未来づくり事業の参加者が企画・運営し、つど

いの場をつくっていこうとの取り組みです。  

  日時 11 月４日（日）午前 11 時から午後１時まで  

会場 川代交流館（夏井町夏井 22－90－12）  

 当日は、『大かぼちゃ祭り』が同会場で開催されます。（川代地区振

興会が主催）餅つき、餅のお振る舞いが 11:45 頃からあります。お振

る舞いの後は、かぼちゃコンテストの表彰もあります。  

 お問い合わせは、夏井市民センター（電話 53-2581）へ  

 
②市政懇談会を開催します。  
 今年度もグループに分かれてワークショップ形式で実施します。一

人一人の声を市政に反映させていきましょう。皆さんの参加をお待ち

しています。  

  日時 11 月 20 日（火）午後２時から午後３時 30 分  

  会場 夏井市民センター  

お問い合わせは、久慈市地域づくり振興課（電話 52-2116）へ  

 

 大人気のペーパークイリング講座です。今年は、飾ると「おうちが

カフェみたいな雰囲気になっちゃう」ウェルカムサインをつくります。 

難しいテクニックがいらない基本パーツをペーパーフレームに配置

したアルファベットなどに張り付けていくと…あら、可愛い。立体的

な作品に仕上がります。文化祭のカフェコーナーを彩る作品をつくっ

てみませんか？初めての方も慣れた方もみなさんでつくりましょう。  

文字をペーパークイリングで飾ろう 
-おうちカフェしよう！シリーズ- 

佐々木義幸さん、３場所連続１位
で大活躍でした。体を使い、頭を
使い、わいわい交流をしていきい
きと過ごしていきましょう。 

活き活き倶楽部第４回講座  

認知症サポーター養成講座 & 交通安全教室 の参加者募集中！ 
11 月 28 日（水）に開催します。（センターだよりの 10/15 号を参照ください。） 

＊11 月 3 日（土）  ＊11 月 28 日（水）  ＊2019 年 1 月 13 日（日） 

市民センター前    活き活き倶楽部    夏井の小正月  

河川敷草刈り      
 

その他、行事については決定し次第、お知らせします。皆様からのイベント情報を地域の  
情報コーナーでお知らせします。情報提供をお待ちしております。  

またツイッターでは、講座の申し込み期限後の追加受け付けなどの最新情報を得ることも  

できます。『夏井市民センター』で検索してみてくださいね！  


