
こちらもどうぞ♪ 楽しい仲間を見つけてみませんか？
ボランティアが運営しています

　講師はボランティアで、39種類のさまざまな講座
が開かれています。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009
生涯学習友の会活 活き き

この春、見つけてみませんか

　あなたにぴったりの生涯学習
　―人生100年時代―
　変化の激しい現代社会において、豊かな人生を
送るためには、健康づくりとともに、生涯を通し
て自己の人格を磨き、学び続けることが大切です。
　町では、老若男女問わず生涯を通じて学習でき

る機会を提供しているほか、町民の皆さんが学習
した成果を生かし、さまざまな分野で活動できる
ような取り組みを推進しています。
　生涯学習講座の詳細は、生涯学習センター☎028
（677）0306までお気軽にお問い合わせください。

生涯学習センターの各分館 大人向け “春の講座”
対象／町内在住・在勤者　申込期間／4月13日（火）～30日（金） 参加費／無料※材料費がかかる講座あり
申込／生涯学習センター☎028（677）0306 備　考／応募多数の場合は抽選

日時／13:30～

定員／15人
場所／町民会館　
内容／観賞菊を苗から育てる

観賞菊講座（6回連続講座）

日時／5月15日（土）
　　　9:00～
定員／15人
場所／生涯学習センター　
内容／マインドフルネスの体感

マインドフルネス講座

日時／5月22日（土）10:00～
定員／30人
場所／生涯学習センター
内容／簡単な動きやゲームで体

を動かす楽しさを体験！

楽しくスポーツ（全5回）
子どもから大人まで楽しめます！
グラウンドでお待ちしています。

ストレス解消・集中力
アップのヒントに

日時／6月12日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／本格コーヒーの入れ方のコツ

男磨き講座 partⅡ
おいしいコーヒーを入れて
魅力ある男性にステップアップ

日時／5月29日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／ピザ作りと家事の豆知識

男磨き講座 partⅠ
できる男は家事もこなす

日時／5月28日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／共感と癒やしの体験
　　　コラージュ＆リンパマッサージ

グローアップ講座 partⅠ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／6月19日（土）13:30～
定員／20人（独身者）
場所／町民会館　
内容／自己分析・婚活へ参加する

前に知っておくことを学ぶ

あつまれ！婚活の森partⅠ
自分を知って、他人を理解
することから始めましょう。

日時／6月25日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／ストレスを溜めない伝え方
　　　＆髪飾り作り

グローアップ講座 partⅡ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／7月3日（土）
　　　10:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター
内容／自分のお金の行方を学ぶ

気になる講座

「お金の得する事・損する事」
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　子どもや高齢者を含めた全ての道路利用者に優
しい運転「3Ｓ（スリーエス）運動」を実施し、悲惨
な事故や交通事故を防止しましょう。

ＳＥＥ（発見する）
子どもや高齢者をいち早く発見する

ＳＬＯＷ（減速する）　
子どもや高齢者を見たら減速する

ＳＴＯＰ（停止する）　
危険を感じたらすぐに停止する

　４月は、初心者ドライバーや新しい職場に通うため不慣れな道を運転する人、新しく通学を始めた新入
生などが増え、より交通安全に気を付けて運転しなければなりません。
　交通安全意識を高め、交通ルールの遵守と正しいマナーを実践して、交通事故を防止しましょう。

問総務課地域安全対策係 ☎028（677）6029

マナーアップ！
　あなたが主役です

町内3カ所で実施！交通安全総ぐるみ運動

取り組もう！ ３Ｓ運動

運転者
　歩行者が横断している時は、自動車は必ず停止
し、歩行者が安全に横断できるようにしましょう。
歩行者
　手を挙げるなど、横断の意思を通行車両にはっき
りと示し、左右を確認して安全に横断しましょう。

　4月6日（火）～15日（木）の「春の交通安全県民総
ぐるみ運動」に合わせ、町では右記のとおり交通安
全運動として街頭広報活動を行い、通勤者などに
対し交通安全の意識啓発を行います。歩行者も運転
者も交通ルールを守り、交通事故を無くしましょう！

交差点では誰もが特に注意を
子どもに対して
　特に通学時間帯などは、子どもの姿を見落とさぬ
よう注意して運転し、発見したら減速するなど、事故
を回避できるようにしましょう。
高齢者に対して
　昨年県内において歩行中に交通事故で亡くなった
人は21人で、そのうち15人（約71％）は65歳以上の
高齢者でした。加齢に伴って生じる身体機能の変化
を理解し、安全な交通行動を実践しましょう。

歩行者の立場で運転を

　夕暮れから夜間は、交通事故が発生しやすく、
特に道路横断中の歩行者が車にはねられる事故が
多発しています。

　対向車や先行車がない時
は、原則ハイビームを活用し
て走行しましょう。

　歩行者等は、自らの存在をアピー
ルするため、反射材用品を着用しま
しょう。

夜間はハイビーム走行が原則です

交通安全意識を高め
事故を防ごう！

各日程7:30から行います。
4月 6日（火）町工業団地管理センター
 7日（水）セブンイレブン芳賀西水沼店
 8日（木）はがの農協芳賀支店南交差点

くらしナビ
━交通安全━ 　この写真は、実際に町内で不法投棄されてい

たごみです。
　年間の芳賀町での不法投棄ごみの量は、令和
元年度は約5.6tにもなります。これは、約15kg
のごみが毎日捨てられている計算になり、不法
投棄による環境の悪化・公衆衛生の阻害は、芳賀
町においても大きな問題となっています。
問環境対策課環境対策係☎028（677）6041
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る機会を提供しているほか、町民の皆さんが学習
した成果を生かし、さまざまな分野で活動できる
ような取り組みを推進しています。
　生涯学習講座の詳細は、生涯学習センター☎028
（677）0306までお気軽にお問い合わせください。

生涯学習センターの各分館 大人向け “春の講座”
対象／町内在住・在勤者　申込期間／4月13日（火）～30日（金） 参加費／無料※材料費がかかる講座あり
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日時／13:30～
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観賞菊講座（6回連続講座）
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日時／5月22日（土）10:00～
定員／30人
場所／生涯学習センター
内容／簡単な動きやゲームで体
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ＳＬＯＷ（減速する）　
子どもや高齢者を見たら減速する
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生などが増え、より交通安全に気を付けて運転しなければなりません。
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