
〈2021. ⑥広報よいち　15〉〈2021. ⑥広報よいち　14〉

  生 涯 学 習 だ よ り問合せ　教育委員会社会教育課
　　　　☎２３―５００１

余市文化協会総会を開催！

生 涯 学 習 だ よ り

〈2018. ④広報よいち　19〉

問合せ　図書館（☎22―6141）
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/

開館時間  午前10時～午後６時30分
図書館のすてきな窓

ワタシノシアター（映画会）予約受付中
　現在、図書館では事前に申込みをして映画鑑賞がで
きる「ワタシノシアター」を受付しています。
　毎週水曜日～日曜日までの各希望日時に、家族やグ
ループ単位（２人～２０人まで）で申込みをして、視
聴覚室でゆったりと楽しむことができます。
　上映作品は図書館所蔵の資料から選んでください。
詳しくは図書館へ問合せください。

おかげさまで開館３０周年！
　平成３年６月２９日に後志管内町村で初の図書館と
して開館してから、おかげさまで３０周年を迎えます。
３０周年記念として、ご利用くださる皆さまへの感謝
を込めて、
　６月２９日（火）にご
来館の先着３０名様に手
作り「読書ノート」をプ
レゼントします。

おはなし会
日　時　６月１２日・２６日 (土 )
　　　　①午前１１時～②午後２時～
場　所　１階おはなしコーナー
テーマ　「雨も、楽しい！」

今月の休館日　毎週月曜日、　６月３０日 (水 )は図書整理日

パパ・ママと絵本であそぼう！
　絵本にでてくる動物をまねっこしたり、ふれあい遊
びをしたり、絵本をつかって一緒に遊びませんか！
コロナ禍でも、おうちで活用できるたのしい遊びやか
んたんなおもちゃのつくり方を紹介します。無料です
ので、お気軽にご参加ください。　
日時　６月１３日（日）午前１１時～
場所　２階視聴覚室
対象　０～４歳くらいまでのお子さんと保護者の方
定員　１０組（先着順）
申込　１１日（金）までにカウンターか
　　　お電話で申込んでください。
※新型コロナウイルス感染症の情勢によ
　り、中止することがあります。

　４月１４日（水）、町民の文化向上と普及発展に寄与することを目的とし
て活動している余市文化協会の定期総会は、マスク着用、窓を開けて密室を
回避、間隔を空けて着席などの対策をした上で開催されました。
　総会には加盟団体の代表者が出席し、令和２年度の事業内容や収支決算の
報告、令和３年度の事業計画や予算について協議され、総会議案は全会一致
で承認されました。
　文化協会には、５月現在３２団体が加盟し、約６００人の会員がさまざま
な芸術文化活動を行っています。 ▲総会風景

活動分野・内容 団 　　体 　　名 活動分野・内容 団 　　体 　　名
郷土歴史研究 余市郷土研究会 写　真 北海道写真協会余市支部
絵画（油彩） 余市美術協会 絵画（油彩） アトリエ麿乃會
日本舞踊・歌謡 余市芸能文化研究会 大正琴 大正琴サークル琴友会
囲　碁 余市囲碁同好会 エッセイ 余市エッセイサークル
写　真 余市写友会 麻　雀 余市麻雀連盟
俳　句 よいち俳句会 室内管弦楽 余市室内楽協会
詩　吟 小樽しりべし岳風会余市支部 民　踊 余市ふるさと民踊会
和太鼓 北海ソーラン太鼓保存会 菊花栽培 余市菊花同好会
民　謡 余市民謡日の出会 自然観察 余市自然散策愛好会
川　柳 余市川柳会 フラダンス ハイビスカス余市フラサークル
カラオケ 余市カラオケ連合会 フラダンス プルメリア余市フラサークル
鑑賞例会他 よいち子ども劇場 絵画（水彩） 星のパレット
合　唱 余市混声合唱団 声　楽 グランパ
書　道 余市書道協会 雅　楽 余市雅楽会
河川環境整備他 川は心のシンフォニーの会 日本舞踊 日舞サークル
バグパイプ演奏 余市パイピングソサエティ 合　唱 黒川女声コーラス

【余市文化協会加盟団体一覧】 令和３年５月現在

　ウォーキングを楽しみながら、余市町文化財（旧余
市福原漁場、旧下ヨイチ運上家、フゴッペ洞窟、西崎
山環状列石）を巡ります。
〇日時　　　７月８日（木）午前１０時～１２時
〇講師　　　社会教育課職員
〇集合場所　中央公民館
〇持ち物　　飲み物、歩きやすい靴、雨具等、必要
　　　　　　に応じて各自ご用意ください。
〇その他　　教室参加者の皆様には、後日ハガキに
　　　　　　て詳細な内容をお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の情勢により、中止する
　ことがありますのでご了承願います。

　　　　前期公民館文化教室　

「町内文化財巡り」のご案内 余市体育連盟受賞者決定！

　昨年度スポーツ分野で優秀な成績を収めた個人４
名・３団体に、余市体育連盟からスポーツ奨励賞が贈
られました。おめでとうございます。
　受賞された個人・団体は次の方々です。【敬称略】

　◇スポーツ奨励賞（個人）
　　中井來輝　＜スキー＞　櫻井羽奈　＜スキー＞　
　　荒井朔太郎＜卓球＞　　細川あいり＜卓球＞　
　◇スポーツ奨励賞（団体）
　　余市強い子野球スポーツ少年団　＜野球＞
　　ＮＰＯ法人　ロータス会　　　　＜野球＞
　　余市町役場野球部　　　　　　　＜野球＞

寿大学・女性学級の皆さんへ　学習活動休止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が増大していることを受けて、６月に予定していた寿大学第２回
学習講座「健康音楽教室」、女性学級第２回学習講座「公園清掃・楽しい脳トレ」を中止いたします。なお、
今後の学習日程につきましては、改めてお知らせいたします。

№ 活 動 内 容 サ　 ー 　ク　 ル　 名 活　動　日 活　動　時　間
1 合　唱 余市混声合唱団 月３回　火曜日 １９時～２１時
2 詩　吟 響詠吟友会 月３回　金曜日 １０時～１２時
3 園　芸 菊づくりサークル 月１回　土曜日 １３時～１５時
4 生け花 池坊サークル 月２回　水曜日 １３時～１５時
5 文　学 文学サークル 随　　　　　  時
6 古典を読む会 月１回　月曜日 １０時～１２時
7

工　芸
木彫サークル 月３回　金曜日 １０時～１５時

8 紙粘土人形サークル 月２回　金曜日 　９時～１２時
9 和紙工芸サークル 月２回　土曜日 １３時～１６時
10 手　芸 楽しい毛糸手編みの会 月２回　土曜日 １３時～１６時
11

文　芸
俳句サークル 月１回　土曜日 １３時～１６時

12 短歌サークル 月１回　日曜日 １２時３０分～１５時３０分
13 川柳サークル 月１回　土曜日 １２時３０分～１６時３０分
14 ペン字と書道 ペン字と書道のサークル 月２回　木曜日 １３時～１５時
15 茶　道 茶道サークル 月２回　木曜日 １３時～１７時
16

合　奏
余市室内楽協会 月３回　土曜日    １８時３０分～２１時

17 余市パイピングソサエティ 随　　　　　　時
18 大正琴サークル琴友会 月３回　火曜日   ９時３０分～１２時３０分
19 民　謡 江差追分・民謡サークル 月３回　木曜日 １９時～２１時
20 余市民謡日の出会 月２回　月曜日 １８時～２１時
21 囲　碁 囲碁サークル 月３回　日曜日   ９時～１２時
22 お話・読書 本のひろば 月３回　木曜日   ９時３０分～１１時３０分
23 外国語 ＥＬＣＹ（英会話サークル） 月２回　金曜日 １３時～１６時
24 健康体操 余市太極拳の会 月３回　水曜日   ９時３０分～１２時３０分
25 さわやかシェイプアップサークル 月３回　火曜日 １３時～１５時
26 絵　画 星のパレット 月１回　月曜日 １０時～１４時
27 スクエアダンス 余市ＳＤＣプラマネード 月３回　火曜日 １３時～１６時
28 そば打ち 余市手打ちそば愛好会 月２回　土曜日 １０時～１６時

＝公民館登録サークル一覧＝ 公民館では町民の学習活動の場として、さまざまな学習活動
が行われています。

〇活動日・活動時間については概ねのもので、都合により変更になる場合がありますのでご了承願います。
〇お問い合せや入会ご希望の方は、中央公民館（☎２３ー５００１）へご連絡ください。


