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ではストレスも溜まります。北海道は例年ではストレスも溜まります。北海道は例年ではストレスも溜まります。北海道は例年ではストレスも溜まります。北海道は例年
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なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」

下さいネ）下さいネ）下さいネ）下さいネ）

    引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「

    

    

    （（（（注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。
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知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための
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ではストレスも溜まります。北海道は例年ではストレスも溜まります。北海道は例年ではストレスも溜まります。北海道は例年ではストレスも溜まります。北海道は例年 4444

の様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければ

なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」

月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。

引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

水彩画水彩画水彩画水彩画    

でででで、、、、どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも

にグリザイユにグリザイユにグリザイユにグリザイユ技法技法技法技法をををを用用用用

    良良良良    

まいかおまいかおまいかおまいかお勤勤勤勤めのめのめのめの

        9999：：：：30303030～～～～

のののの場合場合場合場合はははは、、、、抽選抽選抽選抽選

ちのちのちのちの方方方方はははは持参願持参願持参願持参願

14141414 日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～

西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区

コロナウィルスコロナウィルスコロナウィルスコロナウィルス

5555／／／／

5555／／／／

予定予定予定予定    

になるになるになるになる場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので

    

西岡地区町内会連合会婦人部西岡地区町内会連合会婦人部西岡地区町内会連合会婦人部西岡地区町内会連合会婦人部とととと福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部

となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。（（（（

／10（日） 

(ﾌｧﾐﾘｰ)

受講料は原則としてお返しできません。

講 座 の ご 案

日（水）まで全館の貸室を

」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは

についてはについてはについてはについては最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと

知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための

24242424 時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた

4444 月から月から月から月から 5555

の様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければ

なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」なりませんがお散歩ついでにご近所の「桜スポット」にににに

月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。

引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「引き続き「マスク」「手洗い」は頑張りましょう。「3333

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも完成度完成度完成度完成度のののの

用用用用いいいい、、、、簡単簡単簡単簡単にににに

めのめのめのめの 15151515 歳以上歳以上歳以上歳以上

～～～～11111111：：：：30303030                    

抽選抽選抽選抽選となりますとなりますとなりますとなります

持参願持参願持参願持参願いますいますいますいます

）～）～）～）～5555 月月月月 25252525 日日日日

西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区西岡福住地区センターセンターセンターセンター    

コロナウィルスコロナウィルスコロナウィルスコロナウィルス感染感染感染感染拡大拡大拡大拡大

／／／／10101010（（（（日日日日））））    

／／／／13131313（（（（水水水水））））・・・・

がありますのでがありますのでがありますのでがありますので

福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部

（（（（新新新新たなたなたなたな日程日程日程日程

 5／17

) 卓球(ﾌｧﾐﾘｰ

受講料は原則としてお返しできません。✱ 応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案

日（水）まで全館の貸室を 

」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは

最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと

知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための

時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた

5555 月月月月にかけて右のイラストにかけて右のイラストにかけて右のイラストにかけて右のイラスト

の様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければ

にににに出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて

月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。

3333 密」は避けましょう。密」は避けましょう。密」は避けましょう。密」は避けましょう。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

のののの高高高高いいいい絵絵絵絵がががが描描描描

にににに仕上仕上仕上仕上げるげるげるげる方法方法方法方法

歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方（（（（中高生不可中高生不可中高生不可中高生不可

                500500500500

となりますとなりますとなりますとなります））））    

いますいますいますいます    

日日日日（（（（月月月月））））    9999：：：：00000000

        011011011011－－－－

拡大拡大拡大拡大」」」」予防予防予防予防のためのためのためのため

予定予定予定予定していたしていたしていたしていた

    1111 回回回回    

・・・・5555／／／／20202020（（（（水水水水

がありますのでがありますのでがありますのでがありますので事前事前事前事前にににに電話等電話等電話等電話等

福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部

日程日程日程日程がががが決決決決まりましたらまりましたらまりましたらまりましたら

17（日） 

ﾌｧﾐﾘｰ) 

応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案

」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは」でありますが、皆さまは    

最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと

知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための

時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた

にかけて右のイラストにかけて右のイラストにかけて右のイラストにかけて右のイラスト

の様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければ

出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて

月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。

密」は避けましょう。密」は避けましょう。密」は避けましょう。密」は避けましょう。

    

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。

描描描描けますけますけますけます。。。。    

方法方法方法方法をををを学学学学びますびますびますびます

中高生不可中高生不可中高生不可中高生不可

500500500500 円円円円            

00000000～～～～17171717：：：：00000000

－－－－852852852852－－－－4687468746874687

のためのためのためのため中止中止中止中止とととと

していたしていたしていたしていた日時回数日時回数日時回数日時回数

水水水水））））・・・・5555／／／／27272727（（（（

電話等電話等電話等電話等でごでごでごでご確認確認確認確認をおをおをおをお

福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部福住地区町内会連合会女性部がががが主催主催主催主催

まりましたらまりましたらまりましたらまりましたら、、、、おおおお

令和２令和２令和２令和２年年年年

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡

TELTELTELTEL    852852852852

5／24（日

 中 止

応募者が少数の場合は中止することがあります。

講 座 の ご 案 内 

最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと最大限に自粛して欲しいと    

知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための知事・市長も連日マスコミの会見でお話されておりますが、健康維持のための    

時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていた時間ずーっと巣ごもりしていたのののの    

にかけて右のイラストにかけて右のイラストにかけて右のイラストにかけて右のイラスト    

の様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければ

出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて

月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。

密」は避けましょう。密」は避けましょう。密」は避けましょう。密」は避けましょう。    

        

注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。注）下記、講座につきましては「新型コロナウィルス」の感染状況により中止となることが御座います。ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。

    

びますびますびますびます。。。。    

中高生不可中高生不可中高生不可中高生不可））））    

    

00000000    

4687468746874687）    

ととととしますしますしますします。。。。    

日時回数日時回数日時回数日時回数    

（（（（水水水水））））    全全全全 3333

をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします

主催主催主催主催したしたしたした「「「「健康健康健康健康

おおおお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします

年年年年５月発行５月発行５月発行５月発行        第２２９第２２９第２２９第２２９

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡札幌市豊平区西岡 4444

852852852852－－－－4687468746874687        FAXFAXFAXFAX

日） 5／

止 卓球

応募者が少数の場合は中止することがあります。

の様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければの様な桜が見ごろとなります。レジャーシートを敷いての「お花見」は避けなければ    

出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて出かけませんか？（混雑時は避けて    

月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。

        

ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。ご了承ください。    

    

3333 回回回回    

しますしますしますします。。。。    

健康健康健康健康セミナーセミナーセミナーセミナー

らせしますらせしますらせしますらせします。）。）。）。） 

第２２９第２２９第２２９第２２９号号号号    

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

4444 条条条条 9999 丁目丁目丁目丁目 1111－－－－
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／31（日） 

卓球(ﾌｧﾐﾘｰ

応募者が少数の場合は中止することがあります。 

月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。月号（豊平区版）では、区内の「桜スポット」を紹介しております。    

    

セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」つつつつ

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会    
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