
　

　

　

給水スポットを設置しました

　マイボトル専用の給水ス
ポット（水道直結式ウォー
ターサーバー）を設置しま
した。マイボトルの普及を
進め、使い捨てプラスチッ
クごみを減らすことを目的
とし、浄水フィルターでよ
りおいしくなった館林の水
を利用できます。
　来館の際には、マイボト
ルを持参して、ぜひご利用
ください。

　刃物研ぎのお知らせ

◆定　員　 25名程度 ◆定　員　 30名程度

◆申込み　 各学校へ募集チラシを配付しまし
　　　　　 たのでそちらをご確認ください。

◆申込み　 4月30日(金)までに分福公民館へ電
　　　　　 話又は直接お申し込みください。

シニア学習塾

日 分福公民館だより

◆申込み　 学校へ募集チラシを配付しました
　　　　　 のでそちらをご確認ください。

◆期　間　 5月～翌年3月（予定）

◆内　容
  (昨年度)

◆定　員　 50名程度
◆定　員　 30名程度

◆申込み　 4月30日(金)までに分福公民館へ電
　　　　　 話又は直接お申し込みください。

・アロマせっけん作り
・ポスター教室
・クリスマスリース作り
・子育て講座　など

・感染症対策講座
・茂林寺で現地学習　など
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ぽんぽこクラブ(分福少年教室)

第 ３９２ 号

ぶんぶく 公民館
だより

◆対　象　 美園小・六小の児童 ◆対　象 　主に分福公民館エリア（堀工区、
　　　　　 青柳区、諏訪区）にお住まいの成
　　　　　 人女性

◆期　間　 5月～翌年3月（予定）

◆内　容
  (昨年度)

・エコ工作
・防災教室
・昆虫観察会
・スポーツ交流
・さつまいも掘り　など

◆期　間　 5月～翌年3月（予定）

◆内　容
  (昨年度)

・消防署見学
・写経体験教室
・漢方薬膳講座
・簡単体操　など

令和 ３ 年 ４ 月 １５

　農業体験や様々な体験学習を通して、考える
力や思いやりの心を育て、感性豊かな成長のお
手伝いをします。

令和３年度　分福公民館　学級生を募集します！！

美園小家庭教育学級
　多様な学びを通して、心身ともに充実した
日々を送るとともに、これまでの経験や技術を
生かす交流の場となることを目指します。

　子ども達のより良い成長のため、保護者同士
のつながりを深め、お互い学び合いながら、家
庭の「教育力」を高めるお手伝いをします。

◆対　象　 主に分福公民館エリア（堀工区、
　　　　　 青柳区、諏訪区）にお住まいの
　　　　　 60歳以上の方

◆対　象　 美園小児童の保護者

◆期　間　 5月～翌年3月（予定）

◆内　容
  (昨年度)

◆と　き　5月26日（水）9時～15時
　　　　　※受付は午後2時まで
◆ところ　分福公民館　玄関前
◆料　金　・包丁類　　350～500円
　　　　　・はさみ類　550～650円
　　　　　（裁ちばさみ等は受付不可）
　　　　　・カマ、ナタ　400～700円
　　　　　※営業用の刃物は受付不可
◆申込み　当日会場へお越しください。
◆問合せ　（公社）館林市シルバー人材
　　　　　センター（℡0276-72-1321）

　女性としての資質の向上と、身近な課題解決
に向けての取り組みを通した仲間づくりを目指
します。

分福女性セミナー



　

１２月 ２６日 (日)

今年度の分福公民館の休館日は以下のとおりで
す。ご理解ご協力をお願いいたします。

  ◆注意事項　・電波の受信状況により館内でも接続しにくい場所があります。
　　　　　　  ・通信の暗号化はされておりません。
　　　　　　  ・公民館の電源で充電しながらのご利用はできません。
　　　　　　  ・館林市公民館公衆無線LAN利用規約を確認及び同意のうえご利用ください。

すくすくサポート隊

ぶんぶく行事予定

24 日 (土)

　お世話になりました

分福公民館　前館長　田島　敏邦　

　最初に、私事で公民館だよりの紙面を借用しま
すことをお詫びいたします。私は、館長の職を３
月をもって退職いたしました。在職中は、公民館
を利用いただいた多くの皆さまや、地域にお住ま
いの皆さまに、さまざまなことを教えていただ
き、本当にお世話になりました。ここに謹んでお
礼を申しあげます。
　また、新年度は新しいスタッフにより、新型コ
ロナウイルス感染症対策を実施し、安心して楽し
く公民館が利用できますので、ぜひお立ち寄りく
ださいますようお願い申しあげます。

７月 ２５日 (日)

８月 ２９日 (日)

３０日 (日) ２月 ２７日 (日)

９月 ２６日 (日)

２７日 (日)

※その他、年末年始や
　お盆期間、市主催イ
　ベントや地域行事な
　どで臨時休館とさせ
　ていただく場合がご
　ざいますので、ご了
　承ください。

公民館で「 W i - F i 」が使用できるようになりました！

　この4月より、分福公民館長になりました荒井
正志です。これまで学校教育の場にいましたが、
これからは社会教育・生涯学習の場で、地域の皆
さまと一緒に公民館の活動を盛り上げていきたい
と考えています。子どもからお年寄りまで、みん
なが利用しやすく、地域の皆さまが「つどい・ま
なび・つながる」場となるよう努めていきます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

  ◆利用時間・回数　1回120分（回数制限はありませんが、120分ごとに接続手続きが必要です）

　市内の全公民館で「Wi-Fi」サービスを開始しました。Wi-Fiに対応している情報端末をお持ちの
方は、制限時間内であれば学習スペースなど、館内の一部でインターネットがご利用いただけま
す。公民館での学習活動などにご活用ください。

  ◆料金　無料

  ◆利用できる方　館林市公民館公衆無線LAN利用規約に同意のうえ、Wi-Fiに対応しているパソコ
　　　　　　　　  ンなどの端末機器及びメールアドレスをお持ちで、インターネットの設定・接続
　　　　　　　　  ができる方
　　　　　　　　  ※本サービスの利用には、メールアドレスによるユーザ登録が必要です。
　　　　　　　　  ※@wifyservice.jpからの電子メールを受信できるようにしてください。

令
和
３
年

６月

１０月 ３１日 (日)

２７日 (日) ３月

令和 ３ 年

17 日 (土)

日 分福公民館だより 第 ３９２ 号

　この度の人事異動により、４月から六郷公民館
へ異動となりました。
　２年間という短い期間ではありましたが、地域
の皆さまや利用団体の皆さまに支えていただき、
楽しく充実した毎日を送ることができました。大
変お世話になりました。分福公民館での大切な出
会いや経験を、今後の公民館活動に活かしていき
たいと思います。
　最後に、今後の皆さまのますますのご活躍をお
祈りいたします。ありがとうございました。

　よろしくお願いします

　　　　　　　分福公民館　新館長　荒井　正志

　よろしくお願いします

　　　　　　　分福公民館　新主事　冬木　伸明

４月 ２５日

14

　この度の人事異動により、分福公民館でお世話
になることになりました冬木伸明と申します。
　3月までは、一年間という短い期間ではありま
すが、六郷公民館に勤めておりましたので、その
経験を活かして地域を盛り上げていければと思い
ます。
　よろしくお願いいたします。

  令和３年度休館日のお知らせ

25 日 (日)

(金) 狂犬病予防注射

(日) 令
和
４
年

１月 ３０日 (日)

５月

4 月

分福公民館　前主事　田村　拓也　

１１月 ２１日 (日)

　お世話になりました

４ 月 １５

15 日 (土)

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状
　 況によっては、各種行事を中止させていただく
　 場合がございます。ご理解とご協力をお願いし
 　ます。

堀工区定期総会

休館日

5 月 1 日 (土) すくすくサポート隊

すくすくサポート隊

日


