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                            小松真理（手稲区在住） 

縁あって再び春から担当になりました！ 2014年にオープンした「生活クラブ館・北広島」

の構想・建設を担った北広島まちづくりプロジェクトのメンバーとして、２年と少し通ってい

た小松です。この３月の支部大会で久しぶりにお会いした何人かの北広組合員に「おかえりな

さい！」と言われ、うれし涙 ❤ 愛着たっぷりの北広島支部でたくさんのみなさんとつながり、

クラブ館を使って地域に生活クラブを発信していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

裏面もご覧ください。 

時事英語サークル 

 会員は６名。月２回のペースで集まり、世

界のニュースを英語で聞き取り、議論（日本

語で）に花が咲き、濃い学びの時間が流れ

ます。最近の例『ドイツの先進的再生可能エ

ネルギーの取り組み』。見学大歓迎。 

▼ 連絡先⇒ 水越（090-9754-0858） 

 

くるくる畑クラブ 

 生活クラブ館の畑で無農薬の野菜を育て

ています。おむすびカフェ粒さんの残菜で生

ごみ堆肥を作って土づくり、できた野菜はク

ラブ館のイベントやデイサービスのおやつに

使います。活動期間は４月～１１月。 

▼ 連絡先⇒ 竹島（080-1899-1502） 

 

北広島支部で活動しているサークルを紹介します！ 

 
人権と歴史探索の白百合会 

 私たちひとり一人と子どもたちが、その人

らしく生きることを念頭に、今在る現実と昔の

人たちが築いてきた歴史を学びながら、新

聞ニュースや気になる問題を持ち寄り、話し

合っています。飛び入り大歓迎。 

▼ 連絡先⇒ 皆木(090-2815-2271) 

 

生活クラブ館イベント情報 

6/6(水)  生活クラブ展示説明車「あみ～か」がクラブ館にやってきます。 

      消費材の展示販売 時間：13時～14時 お友達を誘ってきてね。 

      ※午前 10 時半～11 時半は「あみ～か」は大曲公園(末広 4丁目)にいます。 

6/22(金) キャンドルナイト 2018 時間：18 時～20 時  

夏至に合せてフィンランドの楽器「カンテレ」演奏と絵本の朗読 

6/28(木) 添加物学習会  講師：野本健司さん 時間：10 時～  

      託児もあります。別途配布のチラシで申し込んでください。 

7/7(土)   豚肉解体講習会 時間：１０時～ 講師：平田牧場の黒坂さん 

7/15(日) ※第５回きたひろプレーパーク 会場：緑葉公園 時間：12 時～ 

7/31(火) 夏休み子ども料理教室 時間：10 時～ 

スパゲッティナポリタンを作ります。後日チラシ配布。 

9/16(日) ※第６回きたひろプレーパーク 会場：緑葉公園 時間：１２時～ 

9/3０(日) 生活クラブ館まつり 時間：11 時～ 

※印以外のイベントは、生活クラブ館で開催します。 

 

 

 

 

 
北広島支部運営委員会 佐々木百合香（運営委員） 

今年はメンバーが一新。初めてで分からないこと 

もありますが、その分たくさん話をして確かめながら 

進めています。笑いのおきる打ち合わせから、楽しい 

計画が続々と出てきています。メンバーが増えれば 

もっともっと楽しい活動になりそうです。 

運営委員を一緒にやってくれる人を募集中です。 

月に一度の「くらコミ」にもぜひ参加してください。 

みんなで生活クラブ館に集いましょう！ 

  

 

クラブ館も桜も 大きくな～れ (^^♪  

クラブ館ができて 5 回目の春、案内板横に植えた 3 本のエゾヤマザクラ、ずい分大

きくなりました！ みなさんは 5 月に咲いた桜の花をご覧になりましたか？「クラブ

館の桜が咲いたね～」と桜の成長とともに生活クラブ館が北広島市民に認知され根付

くよう願って植えました。私たちは小さな力を大きくする仲間の存在や自分で考え行

動することの楽しさを、クラブ館を使って発信していきます。 

2018 年度も楽しいこと・興味深いことをいろいろ企画します。ぜひ一度来てくだ

さいね。生活クラブ館・北広島は生活クラブ北海道全組合員に開かれた館です。あな

たが使うことはもちろん、班会や集会、趣味の集まりなどにも使えます。 

もったいないＤＸディスレクシア 

「読み書き困難」をキーワードに、いろいろ

な視点から活動中。定例会日程はサークル

ホームページで確認ください。読み書きに困

ったら、なにか気付いたら、迷わず来てネ。 

▼連絡先ホームページアドレス 

https://mottainai-dx.qloba.com/ 

委員会には託児

もありますョ 



★もくてぃ開室カレンダー★ 
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「ひろば DEもくてぃたいむ」 

今年度は大曲南ヶ丘で３回開催♪ 

昨年度、市補助金事業として巡回ひろば

を開催してきました。今年度は、自主事業

で開催します。（７月、11 月、１月） 

 

 

 

ＮＰＯ法人  たすけあいワーカーズどんぐり  

4 月、庭の桜が咲き、チューリップの花が、あか・しろ・きいろと並んでいます♪ 

どんぐりは、生活クラブ館１階に事務所があり、自主事業（たすけあい）、介護保険事業（訪

問介護、デイサービス）、日常生活支援総合事業（おたっしゃ塾）を行っています。今年度

より、おたっしゃ塾を生活クラブ館 2 階で開催することになりました（水・木・金）。 

組合員の皆さんへ、まだクラブ館に来たことがない方は、ぜひ足を運び、おたっしゃ塾

を見学にいらしてくださいね。どんぐりは、市の「介護支援ボランティア事業」に登録し

ました。ボランティア大歓迎です。 

 

 こんにちは！ おむすび cafe 粒です。 

お得なランチセットが始まっています(^-^) 

日替わりランチは、おかず４品にお好きな 

おむすび２個とお味噌汁がついていますよ。 

お友達とのランチや班会などに、ご利用 

ください♪夏の爽やかなおやつを思案中。 

お楽しみに～ 

＊＊粒スタッフ随時募集中！＊＊ 

 

問合せ おむすび cafe 粒 

011-372-3777(TEL＆FAX） 
営業 11 時～15 時(月～木) 土日祝休 生活クラブ館・北広島  【住所】北広島市美沢１丁目１－２（市役所の斜め向かい） 

【開館日時】月曜～金曜 9：00～17：00  【お問合せ】ＴＥＬ 011-372-7300 

▲絵本の読み聞かせボランティア「ふきのとう」の皆さんが、おたっしゃ塾に

来てくれました（写真上） ▲ デイサービスの 5月のカレンダー（写真左） 

★どんぐりでは、一緒に働く仲間を募集しています ⇒ ☎373-8166（八手）まで 

子育て支援ワーカーズ ほっと まむ /トイライブラリー もくてぃ-mokty- 

もくてぃ おもちゃ総選挙 2018 

投票受付中！ 

もくてぃにあるおもちゃの総選挙を開始し

ました！ ドールハウスなどのお部屋のおも

ちゃにも投票できます。「もくてぃにあったら

いいな」と思う木のおもちゃやゲームなどお

もちゃのリクエストも募集します。もくてぃ

開室日に投票に来てください！ 

ひろば DE 

もくてぃたいむ 
 

 

子育て中の親子、小学生から

おとなまで気軽にどうぞ 
 

1 回目  

7/1(日)10：30～14：30 

南ヶ丘会館 
（大曲南ヶ丘４丁目 13-1） 

参加 

無料 

もくてぃ開室曜日･時間＊毎週月曜日、隔週土曜日(祝日も開室) 12：30～16：30 

問合せ＊子育て支援ワーカーズほっとまむ受付 ℡090-3114-1596 

▲日替わりランチ 800円。 ドリンク付き 

は 1000円～1200円です。 

7/14（土）11時～15時 粒マルシェ  素敵なハンドメイド雑貨など満載です。 

＊＊＊ メンバー大募集中！ ＊＊＊ 

一緒に北広島の子育てを応援しませんか？ 

 

生活クラブ福祉基金事業       

親子ひろば「ほっとたいむ」は、毎週火曜日です！  
会場：生活クラブ館 2 階中会議室   

時間： 10 時～ 14 時  

参加費： 200 円   

＊時間内のお好きな時間にどうぞ♪  

＊粒さんのランチをたのめます。  

運営受託 / 子育て支援ワーカーズ ほっと まむ 

▲5月は、こいのぼり工作をしました。 

      


