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運営委員会 
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℡/011-372-7300 

9 月 2 日（水）から 

毎週水曜日 

14：30～17：30 

中会議室 

・・・・・・・・・・・・ 

9 月 12 日（土）は 

保護者＆地域の皆様へ

の見学日です！ 
14：30～ 小学生と 

保護者の方 

15：30～ 関係者各位 

16：30～ 地域の皆様 

  未来への責任 

 冬がすぎ、春がいき、気がつけば残暑お見舞いの季節となりました�(^_^;)みなさんお元

気でしたか？11 ヵ月ぶりの通信です。コロナウイルスは人との直接的なかかわりを減ら

すよう求めます。人と会い語ることによって運動（何に価値を置くか、ほんとうに必要な

ものは何か）を伝えてきた生活クラブにとっても、立ち止まって考える契機になりました。

今年度は広く呼びかけ集まるイベントはやらないけれど、運動をつなげていくためにでき

ること、みんなで考え続けましょう♪クラブ館でも恒例イベントはできませんが今年度の

活動テーマを「脱プラスチック」（=未来への責任！）と決め、市民ネットきたひろしまと

連携し今できることを元気にやっていきます。そして 9/2 からは福祉基金を使った新し

い子育て支援「放課後 room ここちる」を始めます！（右下参照）ほっとたいむの次のス

テップ、生活クラブ初の試みです。みんなで大きく育てていきましょう。 

 クラブ館は、3密を避け消毒、手洗い、換気等コロナ対策をしっかりして貸出継続中。 

 

 

生活クラブ館運営委員会 

新メンバー/第 2 センター長 

三国浩明さんより♪ 

 

15 年ぶりに第 2 センター配

属となり、縁あって北広島支

部担当にもなりました三国で

す皆さんよろしくお願いしま

す。生活クラブ館を拠点に北

広島の組合員と一緒に地域に

発信して生活クラブ運動を広

められるよう微力ながら頑張

ります。 

＊＊＊＊＊ お 知 ら せ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

親子ひろば「ほっとたいむ」は、北広島市のひろばの質向上に貢献し一定の役

割を果たしたとして、5/26 で終了となりました。輪厚会場で 8年間とクラブ

館にお引越しして 6 年間。長きにわたり、ありがとうございました！  

来場してくれた親子との出会いは宝物です。これからも、クラブ館のイベントな

どを通し地域の大人として成長を見守っていきます♪ 

 

 生活クラブ館のある東部地区は、児童センターが 

ない地域。放課後の子どもたちが安心して過ごせる 

居場所をつくり、見守りたい。その想いをもって生活 

クラブとほっとまむがタッグを組み創っていきます。 

 ひとりでも、友達と一緒でも。来たいときに来て 

宿題をしても本を読んでも、ゴロゴロしてもいい。 

「ここちる」という名前は、ここにいるよ、という 

メッセージと心地よい居場所であるようにとの願いが 

込められています。どうぞよろしくお願いします！ 

 
裏面もご覧ください。 

【プラスチック問題は未来への責任です！】 

 安く軽く腐らないプラスチックの利点は、裏を返せば捨

てやすく、道端に捨てたりごみ箱からこぼれ落ちたものが

やがて海に流れ着き、また海洋投棄の問題もあります。 

近年の海底調査では、1984 年製造のハンバーガーの袋が

見つかりました。このままだと 2050 年には海の魚の量

をプラごみの量が抜く！という予想です。そんな未来をか

えたい！みなさんと一緒に考え、できることを一つずつ増

やしていけたらと思います。 

・輪厚川のごみ拾い＆プラごみ調査（8/2 終了） 

・海のプラごみ DVD 上映会（8/30 日 14 時～クラブ館） 

・ピッキング袋の回収率をみんなで上げよう！ 

・プラごみアンケート調査を行い、できることを考えよう 

等々、みなさんと色々なことをやっていきたいです。 

どうぞよろしくお願いします(*_ _) 

問合せ 090-1382-2383・こまつ 

 

「みんなの畑」からこんにちは！ 

★生活クラブ館の畑スペースで、生ごみ堆肥で土を 

つくり、無農薬で野菜を育てています。 

今年度から組合員のみんながもっと参加できる 

ようにしたいと「みんなの畑」として再スタート 

しました。 

★新型コロナで、なかなか集まれませんが、秋には 

「生ごみ堆肥講習会」や「さつまいもの試食」等 

を予定しています。後日お知らせしますね。 

 

★畑の縁に、ひまわりを植えました。 

クラブ館にお越しの際は見てみてください。 

一緒に活動してみたい方はご連絡ください。（     080-1899-1502 竹島） 

『みんなの畑』 

新しい生活クラブ福祉基金事業がスタートします 

『放課後 room ここちる』 です！ 



 

☆支部運営委員会からのお知らせです！ 

・今年はコロナとにらめっこ、くらコミ、あみーか、くラボを中心に元気にやる予定でーす     

・今年の登録サークルを紹介します！ 

         サークルは組合員なら誰でも参加ＯＫ！気になるサークル、チェックしてね(^_-)-☆ 

サークル名 アピール 連絡先 

もったいない

DX ディスレ

クシア 

普段の生活の中ではなかなか発見されにくい、読

み書きの苦手について最新情報を学びその PR

も。月例会参加見学大歓迎。 

090-2819-4169 しばた 

mottainaidx@gmail.com 

（例会日程はこちらで） 

時事英語 

サークル 

5 周年を迎え、会員 6 名、月 2 回活動。世界の

ニュースを知り、議論白熱。見学参加大歓迎。 

090-9754-0858みずこし 

kazul.m@royal.ocn.ne.jp 

人権と歴史探

索の白百合会 

人権を軸に歴史を学び、コロナ対策の他国との比較

も話題に。よい将来を願い学び語り合います。 

090-2815-2271 みなき

tomtonhiraku@kph.biglobe.ne.jp 

くるくる畑 

クラブ 

クラブ館横の畑で、生ごみたい肥をつくり、無農薬で

野菜を育てています。活動期間は 4 月から１１月。 

080-1899-1502たけしま 

ske-tksm@nifty.com 

いろはな 

サークル 

月に 1～4 度活動・交流。子育てや地域の情報交

換、雑談の中にも食や暮らしをより楽しむための

アイデアが盛りだくさん。 

090-4019-1312 ひがしやま 

mogurahouse@yahoo.co.jp 

 

 

 

コロナに負けず頑張ってます！ 

訪問介護もデイサービスでも新型コロナウィルス感染予防対策にできる限り取り組み

ながらサービスを続けています。利用者のみなさんもマスクの装着、手洗いの徹底、 

換気、アルコール消毒などに理解を 

示し実行していただいています。 

今年度は、楽しみにしている外出 

プランはお休みになりますが、体操 

やレクリエーション、創作活動など 

ソーシャルディスタンスを保ちながら 

元気にチャレンジです！！ 

 

こんにちは！おむすび cafe 粒です。 

夏の限定おむすび【梅枝豆】と【しそ味噌】おむすびが始まっています。 

期間限定なのでぜひ食べに来てくださいね！ 

粒は、コロナ感染予防に気をつけながら営業しています。少し席数を減らしたり、換

気などもしていますが、皆さまにはご来店の際にはマスク着用や入口での消毒などのご

協力をお願いします。日頃の様子などはフェイスブックやインスタグラムでも情報発信

してますのでみてみて下さいね♪ 

【イベントのお知らせ】9 月 5 日(土)〜6 日(日)11 時–16 時 

「陶と木の器展」開催します。小樽張碓に窯を持つ日日工房さん、恵庭の木彫工房 IXY

さんのコラボ 2 人展。優しくほっこりする風合いの器たちが粒に集まります。 

お楽しみに！ 

 

 

 

 

2 月末ころから、感染症拡大防止のため親子ひろば 

やイベントなどの活動休止を余儀なくされていましたが、 

6 月からは対策しながら少しずつ再開しています。 

★お出かけが心配なときにはお家でもくてぃのおもちゃをぜひ活用してください♪ 

★お話がしたいときなどには、出張型ひろば「ひろば DE もくてぃたいむ」にどう 

 ぞお寄りください！ お待ちしています♡          

 

生活クラブ館・北広島  【住所】北広島市美沢１丁目１－２ 

【開館日時】月曜～金曜 10：00～17：00 【お問合せ】 ＴＥＬ 011-372-7300 ほっとまむ受付電話 090-3114-1596 

NPO法人 たすけあいワーカーズ どんぐり 

営業時間 11時～15時 

金土日・祝日お休み 

（金曜は市役所で販売中） 

問合せ 011-372-3777 

子育て支援ワーカーズ ほっと まむ 

2020 もくてぃ開室カレンダー 

毎週月曜・隔週土曜 12：30～16：30 

＊このほか、希望の日時に予約貸出も受

けています。お問い合わせくださいね 

 

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

月 土 月 土 月 土 月 土 月 土 

3 8  5  3 2    

10  7  5  9 14 7 12 

17 22 14 19 12 17 16  14  

24  21  19  23 28 21 26 

31  28  26 31 30    

北広島市協働事業出張型ひろば 

「ひろば DE もくてぃたいむ」 

＊西の里会館 毎月第 2 金曜日 

＊南ヶ丘会館 毎月第 3 木曜日 

どちらも 午前の部 10 時～12 時 

     午後の部 13 時半～16 時 

お問合せ：011-373-8166 

 

まむ 

facebook 
もくてぃ

facebook 
もくてぃ 

Instagram 

どの団体も 

一緒に働く仲間を 

募集しています！ 

instagram 

 

facebook 

 

mailto:mottainaidx@gmail.com

