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将来像：人がつながり地域がつながる住み続けたい結のまち

≪８月の予定
２日（火
９日（火

２２日（月

公民館講座（女性学級）

日 時 
講 師 
材料費 
定 員 
対 象 
持ち物 
申込期間
     

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、
行事は開催中止となりました。
１０月２日（日）
※式典を中止し、対象の方へ記念品を配布します

公民館講座（スポーツ振興・健康づくり）

日 時  

場 所 
講 師 
内 容 
参加費 
定 員 
対 象 
持ち物  

申込期間

☆ヘルスウォーキングプログラム参加者の方は、全３回の
参加で５０ポイント進呈します！

公民館講座（少年教育）

日 時  
講 師  
材料費  
定 員  
対 象  
持ち物  

申込期間
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月の予定≫ 
２日（火）午後７時
９日（火）午後６時
２日（月）午後７時

公民館講座（女性学級）
秋のにぎやかフラワーアレンジ教室

  ９月８日（木
  フラワープロデューステンメリア
  ２，５００円（器付、税込）
  １０名（先着）
  大野市民
  花切ばさみ

申込期間 ８月１日（月）
     平日：午前８時

行事
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、
行事は開催中止となりました。
１０月２日（日）上庄地区敬老会
※式典を中止し、対象の方へ記念品を配布します

公民館講座（スポーツ振興・健康づくり）
エスキーテニス教室

  ９月１５日（
午後７時３０分～９時

  上庄小学校
  長田 博幸さん（上庄エスキーテニスクラブ）
  エスキーテニスを楽しく丁寧に教えてもらいます
  無料 
  １０名（先着順）
  大野市民（小学生以下は保護者同伴）
  汗拭きタオル、飲み物、内履き

※ラケット、ボールは貸出します
申込期間 ８月１日（月）～９月８日（木）

平日：午前８時
ヘルスウォーキングプログラム参加者の方は、全３回の
参加で５０ポイント進呈します！

公民館講座（少年教育）

  ９月１１日（日）午前１０時
  ろじあるしょう天ん
  １，０００
  １６名（親子参加大歓迎）
  大野市民
  マスク、

タオル 
申込期間 ８月１日（月）
     平日：午前８時
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午後７時    
午後６時３０分 

）午後７時    

公民館講座（女性学級） 
秋のにぎやかフラワーアレンジ教室
９月８日（木）午後７時～
フラワープロデューステンメリア
２，５００円（器付、税込）

（先着）  
大野市民 
花切ばさみ 
８月１日（月）～３１
平日：午前８時３０分

行 事 

行事の開催中止
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、
行事は開催中止となりました。

上庄地区敬老会
※式典を中止し、対象の方へ記念品を配布します

公民館講座（スポーツ振興・健康づくり）
エスキーテニス教室

９月１５日（木）、２２日（
午後７時３０分～９時
上庄小学校 体育館

博幸さん（上庄エスキーテニスクラブ）
エスキーテニスを楽しく丁寧に教えてもらいます

１０名（先着順） 
大野市民（小学生以下は保護者同伴）
汗拭きタオル、飲み物、内履き
※ラケット、ボールは貸出します
８月１日（月）～９月８日（木）
平日：午前８時３０分

ヘルスウォーキングプログラム参加者の方は、全３回の
参加で５０ポイント進呈します！

公民館講座（少年教育） 
彩り おはぎ作り

９月１１日（日）午前１０時
ろじあるしょう天ん
１，０００円（税込）
１６名（親子参加大歓迎）
大野市民 
マスク、エプロン、三角巾、

 
８月１日（月）～９月１日（木）
平日：午前８時３０分
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   スポ協常任理事会
 区長会役員会
 市長と語る会・

秋のにぎやかフラワーアレンジ教室
）午後７時～８時

フラワープロデューステンメリア
２，５００円（器付、税込） 

 

～３１日（水）
３０分～午後５時

 予 定

の開催中止について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、
行事は開催中止となりました。 

上庄地区敬老会 
※式典を中止し、対象の方へ記念品を配布します

講

公民館講座（スポーツ振興・健康づくり）
エスキーテニス教室 

）、２２日（木
午後７時３０分～９時 

体育館 
博幸さん（上庄エスキーテニスクラブ）

エスキーテニスを楽しく丁寧に教えてもらいます

 
大野市民（小学生以下は保護者同伴）
汗拭きタオル、飲み物、内履き
※ラケット、ボールは貸出します
８月１日（月）～９月８日（木）

３０分～午後５時
ヘルスウォーキングプログラム参加者の方は、全３回の
参加で５０ポイント進呈します！ 

おはぎ作り 
９月１１日（日）午前１０時３０分
ろじあるしょう天ん 吉川雅美さん

税込） 
１６名（親子参加大歓迎） 

エプロン、三角巾、 

～９月１日（木）
３０分～午後５時
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常任理事会 
区長会役員会 

と語る会・区長会定例会

秋のにぎやかフラワーアレンジ教室 
８時３０分 

フラワープロデューステンメリア三橋展子さん
 

日（水） 
～午後５時 

定 

について 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、

※式典を中止し、対象の方へ記念品を配布します。 

講 座 

公民館講座（スポーツ振興・健康づくり） 
 

木）、２９日（

博幸さん（上庄エスキーテニスクラブ）
エスキーテニスを楽しく丁寧に教えてもらいます

大野市民（小学生以下は保護者同伴） 
汗拭きタオル、飲み物、内履き 
※ラケット、ボールは貸出します 
８月１日（月）～９月８日（木） 

～午後５時 
ヘルスウォーキングプログラム参加者の方は、全３回の

 
３０分～ 

吉川雅美さん 

 

～９月１日（木） 
～午後５時 

発行：上庄公民館
TEL 64-
FAX 64-

 

 

 

 

区長会定例会 

三橋展子さん 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、下記の

 

 の ご 

）、２９日（木） 

博幸さん（上庄エスキーテニスクラブ） 
エスキーテニスを楽しく丁寧に教えてもらいます 

ヘルスウォーキングプログラム参加者の方は、全３回の 

公民館講座（

日
講
内
参
定
対
持ち物

申込期間

公民館講座（

日
講
内

参
定
対
持ち物
申込期間

★毎週土曜日にショッピングモールＶ

国旗を掲げましょう：８月１１日（木）山の日

発行：上庄公民館  
-1200   
-1334 

 案 内
公民館講座（

日 時  ８月１８日（木）午後２時～３時
講 師  ドコモショップ専門スタッフ
内 容  ＬＩＮＥの使い方を教えてもらいます
参加費  無料
定 員  １０名（先着順）
対 象  大野市民
持ち物  お持ちのスマートフォン

※スマートフォンの貸出しも可能です
※これからスマートフォン所持を考えてい

申込期間 ８月１日（月）～８月１６日（火）
平日：午前８時

公民館講座（
ふく割「おおの割」ゲット講座

日 時  ８月２５日（木）午前９時～１０時
講 師  産業政策課職員、公民館職員
内 容  ふく割アプリのダウンロード、

おおの割クーポンの取得
参加費  無料
定 員  ４名（先着順）
対 象  大野市民
持ち物  お持ちのスマートフォン
申込期間 ８月１日（月）～８月２３日（火）

平日：午前８時
★毎週土曜日にショッピングモールＶ

ターが開設されています（
らもご利用ください。

夏休み公民館開放事業
夏休みに快適に宿題等の学習ができるよう、公民館
を開放しています。ぜひ、ご利用ください。
日 時 ７月２５日（月）～８月２６日（金）
    午前９時～午後４時３０分※土日祝日除く

※行事
場 所 上庄公民館
対 象 小学５・６年生、中学生
その他 食事やおやつ等の館内飲食はできません。

水分補給は可能です。

≪上庄地区
男性 
女性 

計 
世帯数 
※令和４年

国旗を掲げましょう：８月１１日（木）山の日

kamisho

８月号

内 
公民館講座（ICT 講座） 

スマートフォン教室
８月１８日（木）午後２時～３時
ドコモショップ専門スタッフ
ＬＩＮＥの使い方を教えてもらいます
無料 
１０名（先着順）
大野市民 
お持ちのスマートフォン
※スマートフォンの貸出しも可能です
※これからスマートフォン所持を考えてい

る方も参加できます
８月１日（月）～８月１６日（火）
平日：午前８時

公民館講座（ICT 講座） 
ふく割「おおの割」ゲット講座
８月２５日（木）午前９時～１０時
産業政策課職員、公民館職員
ふく割アプリのダウンロード、
おおの割クーポンの取得
無料 
４名（先着順）
大野市民 
お持ちのスマートフォン
８月１日（月）～８月２３日（火）
平日：午前８時

★毎週土曜日にショッピングモールＶ
ターが開設されています（
らもご利用ください。（ふく割ＨＰを確認ください。）

お 知

夏休み公民館開放事業
夏休みに快適に宿題等の学習ができるよう、公民館
を開放しています。ぜひ、ご利用ください。

７月２５日（月）～８月２６日（金）
午前９時～午後４時３０分※土日祝日除く
※行事等で使用できない場合が
上庄公民館 
小学５・６年生、中学生
食事やおやつ等の館内飲食はできません。
水分補給は可能です。

≪上庄地区 人口動態≫
 1,653 人
 1,754 人
 3,407 人
 1,113 世帯（‐

※令和４年 6 月 30

国旗を掲げましょう：８月１１日（木）山の日

kamisho-k@city.fukui

月号 

        
上庄公民館ＨＰはこちら

 
スマートフォン教室

８月１８日（木）午後２時～３時
ドコモショップ専門スタッフ
ＬＩＮＥの使い方を教えてもらいます

１０名（先着順） 

お持ちのスマートフォン
※スマートフォンの貸出しも可能です
※これからスマートフォン所持を考えてい

参加できます 
８月１日（月）～８月１６日（火）
平日：午前８時３０分～午後５時

 
ふく割「おおの割」ゲット講座
８月２５日（木）午前９時～１０時
産業政策課職員、公民館職員
ふく割アプリのダウンロード、
おおの割クーポンの取得

４名（先着順） 

お持ちのスマートフォン
８月１日（月）～８月２３日（火）
平日：午前８時３０分～午後５時

★毎週土曜日にショッピングモールＶ
ターが開設されています（開設時間

（ふく割ＨＰを確認ください。）

知 ら 

夏休み公民館開放事業 
夏休みに快適に宿題等の学習ができるよう、公民館
を開放しています。ぜひ、ご利用ください。

７月２５日（月）～８月２６日（金）
午前９時～午後４時３０分※土日祝日除く

で使用できない場合が

小学５・６年生、中学生 
食事やおやつ等の館内飲食はできません。
水分補給は可能です。 

人口動態≫ 
人 （‐9） 
人 （‐7） 
人 （‐16）
世帯（‐6） 
30 日現在※ 

国旗を掲げましょう：８月１１日（木）山の日

k@city.fukui-ono.lg.jp

        ↑ 

上庄公民館ＨＰはこちら

スマートフォン教室 
８月１８日（木）午後２時～３時 
ドコモショップ専門スタッフ ２名 
ＬＩＮＥの使い方を教えてもらいます

 
※スマートフォンの貸出しも可能です
※これからスマートフォン所持を考えてい

８月１日（月）～８月１６日（火） 
～午後５時 

ふく割「おおの割」ゲット講座 
８月２５日（木）午前９時～１０時３０分
産業政策課職員、公民館職員 
ふく割アプリのダウンロード、 

 

 
８月１日（月）～８月２３日（火） 

～午後５時 
★毎週土曜日にショッピングモールＶio でサポートセン

時間 12～17 時）。
（ふく割ＨＰを確認ください。）

 せ 

 開催中 
夏休みに快適に宿題等の学習ができるよう、公民館
を開放しています。ぜひ、ご利用ください。 

７月２５日（月）～８月２６日（金）
午前９時～午後４時３０分※土日祝日除く

で使用できない場合があります

 
食事やおやつ等の館内飲食はできません。

 
 
） 
 
 

 

麻那ちゃん
マスク

マスク
着用中

国旗を掲げましょう：８月１１日（木）山の日

初心者向け

ono.lg.jp 

上庄公民館ＨＰはこちら 

 
ＬＩＮＥの使い方を教えてもらいます 

※スマートフォンの貸出しも可能です 
※これからスマートフォン所持を考えてい

 

３０分 

 

でサポートセン
。そち

（ふく割ＨＰを確認ください。） 

 
夏休みに快適に宿題等の学習ができるよう、公民館

 
７月２５日（月）～８月２６日（金） 
午前９時～午後４時３０分※土日祝日除く

ます 

食事やおやつ等の館内飲食はできません。 

麻那ちゃん 
マスク ver. 

マスク
着用中 

国旗を掲げましょう：８月１１日（木）山の日 

初心者向け 


