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生活クラブ館運営委員会 

新メンバー紹介 

今年から運営委員会に入った

棟方です。８年前、クラブ館の

プレオープンにお邪魔しまし

た。みんさんの熱気と情熱に感

動しました。みなさんと一緒に

生活クラブ館を拠点に、生活ク

ラブ運動を広 

められるよう 

頑張ります。 

棟方 雅恵  

また会いたい      ～クラブ館ができて 8 年目～ 

人が集い、顔見知りになり、おいしい消費材を囲んで食べてしゃべって、お互いの距離が

ぐっと近くなる。時には肩がふれあい、顔を寄せあい、気持ちの距離もぐっと縮まる・・・ 

そんな場面をたくさん生み出してきた「クラブ館」の大きな部屋、中くらいの部屋、小さ

な部屋、そして大きな台所･･･！ 今は、ジッとみなさんに再び会える時間
と き

を待っています。 

昨年の暮れからクラブ館に Wi-Fi を設置しました。そして、今年 5 月からは支部で有料

zoom も取得しました。クラブ館でのオンラインイベントを着々と準備中です。 

コロナ禍でオンラインという未知の世界に 

漕ぎ出した北広島支部＆クラブ館運営委員会。 

こんなことできるかな？ あんなことやって 

ほしいな・・・やってみなければわからない 

ことはたくさんあります！ まずはご一報を！ 

     （支部担当理事 小松 真理） 

 

裏面もご覧ください。 

2021 年もテーマは「脱プラスチック」＋ 

・ただいま「脱プラ生活のための小冊子」(仮称)の年度

内発行めざし準備中。乞うご期待です！ 

・クラブ館開館８年目に突入した今年、初心に返り構成

団体みんなで生活クラブ運動を盛り上げます。 

発信拠点である「クラブ館」を存分に使い、組合員

を増やして、生活クラブの考え方を広く浸透させなが

ら、誰もがその人らしく、尊重される生きやすい地域

をつくっていきます。 

★クラブ館の駐車場横のスペースで、無農薬で 

野菜を育てています。組合員の「みんなの畑」 

として、今年も活動が始まりました。 

  ブロッコリー、ミニトマト、さつまいもを植 

えました。今年はいちごが豊作になりそうです。 

収穫の頃には、コロナもおさまって、クラブ館 

のイベントに採れたて野菜を提供したいですね。 

♪畑のまわりにはマリーゴールドを植えました。 

（    080-1899-1502 竹島） 

▲春の植え付けをした「くるくる畑

クラブ」のサークルメンバー。 

マスクでの農作業はつらいね。 

オンラインでキャンドルナイト 2021 6 月 26 日(土) 18 時～ 

☆紙コップ・キャンドルをクラブ館の駐車場に並べて点灯します。 

☆コロナ収束を祈り、キャンドルの灯をオンラインで眺めましょう。 

 問合せ：生活クラブ館委員会 📞090-1382-2383（小松） 

 

生活クラブ福祉基金事業 

小学生の居場所づくり 

 

放課後の子どもたちが安心して過ごせる居場所

づくりとして昨年９月にスタートした「ここち

る」。2020 年度は６３名の来場がありました。 

 持参した宿題や、おりがみ、工作などに黙々と

取り組んだり、ゴロゴロ本を読んだり、思い思い 

に過ごす、マスク越しの子ども

たちの笑顔に元気をもらって

います。 

毎週水曜日の放課後に生活

クラブ館の 2 階でやっていま

す。遊びに来てね。 
 

運営/子育て支援ワーカーズ 

ほっと まむ 

▲コロナ禍では入室人数の制限等の

対策のほか、市の児童センターに

準じて開室を判断しています。 

 

生活クラブ組合員活動の指針 

・感染拡大ステージ２以下でイベント、学習会、

サークルなど組合員活動ができます。 

・屋外の「あみーか」はステージ３以下が目安。 

・クラブ館はステージ２以下で貸し出し可能。 

▲支部インスタグラム 

小松さん 

イラスト 



こんにちは、どんぐりでは、新型コロナウィルス感染防止対策をしっかりと

行って、メンバーも利用者さんも元気に活動しています。 

4 月某日、デイサービスでは、牛乳パックで作った鉢にミニひまわりの種を

植えました。窓辺に置いて水をせっせとあげたおかげで、すくすく成長、先日

クラブ館の畑に移植しました。元気な花が勢ぞろいするのが楽しみです。 
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生活クラブ館・北広島 ※貸し室について、感染拡大ステージ 2 以下で利用できます。 

【開館日時】月曜～金曜 10：00～17：00 

【住所】北広島市美沢１丁目１－２ 【お問合せ】ＴＥＬ 011-372-7300 

NPO 法人たすけあいワーカーズ どんぐり 

営業時間 11 時半～15 時 

金土日お休み（祝日は営業） 

（金曜は市役所で販売中） 

問合せ 011-372-3777 

お問合せ：373-8166 

 

instagram 

 

facebook 

 

☆支部運営委員会からのお知らせ☆ 

今年はオンラインイベントに挑戦！ 今年の登録サークルを紹介します。組合員なら誰でも参加ＯＫ！ 

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 

暮らしの中で発見されにくい、読み書きの苦手に

ついて最新情報を学び、PR。オンラインで例会。 

090-2819-4169 しばた 

mottainaidx@gmail.com 

時事英語 

サークル 

CNN の月刊誌がテキスト。世界のニュースを理

解し、議論に花が咲き濃い学びの時間を共有。 

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 

コロナ禍で例会は開けませんが、情報交換は途切

れなく、秋を目標に憲法の大切さを再学習。 

090-2815-2271 みなき

tomtonhiraku@kph.biglobe.ne.jp 

くるくる畑 

クラブ 

クラブ館の「みんなの畑」で、生ごみ堆肥を使

って､無農薬で野菜を育てています。 

080-1899-1502 たけしま 

ske-tksm@nifty.com 

いろはな 

サークル 

子育て世代中心のメンバーで子育てや暮らしの

情報交換。身近な自治について話し合いも。 

090-4019-1312 ひがしやま 

mogurahouse@yahoo.co.jp 

新 你好! 

太極拳クラブ 

コロナに負けない健全な身体をつくろう！ 

気軽にゆったり太極拳を学びます。加油！ 

090-9431-7812 たなべ 

yukodon@ab.auone-net.jp 

 

こんにちは！おむすび cafe 粒です。 

春の「行者にんにく味噌」は好評のうちに終了、6 月から中札内の枝豆と真塩で漬けた 

奈良産の梅干しを混ぜ込んだ「梅枝豆」が始まっています。夏のおむすびをご賞味ください！ 

【おしらせ】 

6 月 24 日(木) ピアノカフェ開催 12:30～/13:30～（出入り自由/1 オーダー制） 

ピアノ奏者/大塚綾子さん 粒にピアノがあることを 

ご存じですか？ ランチタイムに生演奏が聴けますよ♪ 

7 月 10 日(土) 初夏の器展 11:00～16:30 

定山渓に窯をもつ【マ鹿工房】さんの素敵な器たちを 

お招きして器展を開催します。焼き菓子や珈琲 

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 10～12 時 

南ヶ丘会館 毎月第 3 木曜 10～12 時 

中央公民館 毎月第 4 火曜 10～12 時 

※感染症拡大状況により中止の場合が 

あります。HP などでご確認ください。 

    「ほっとまむトイ・ライブラリーもくてぃ」は、おうち時間を少しでも楽しく過 

    ごすお手伝いができたらと、開室しています。（貸出と返却のみ・遊ぶのは休止） 

親子やきょうだい 2 人など、少人数でも遊べるおもちゃもたくさんありますよ！ 

また、おもちゃと一緒に、希望の方には本の貸出も行っています。絵本もありますが 

  児童書や一般書も人気です。ぜひご利用ください！ 

「予約貸出」受付中 ⇒ 開室日以外の希望日時を予約して貸出を利用できます。 

「貸し切りもくてぃ」 ⇒ 家族ひと組単位で日時を予約してもくてぃで遊べます。 

  どちらも有料です。電話でお問合せの上、予約してください。 

お問合せ 

090-3114-1596 

子育て支援ワーカーズ ほっと まむ 

2021 もくてぃ開室カレンダー 

毎週月曜・隔週土曜 12：30～16：30 

ほっとまむ⇒ 

インスタグラム 

mailto:mottainaidx@gmail.com

