
89

イベント
武石温泉うつくしの湯

℡ 85-3900
▶お楽しみ忘年会
●期　日　12月21日㈫
●内　容　ビンゴゲーム 他
　　　　　ゆず湯を準備しています。
▶お年賀の進呈
●期　日　1月1日㈯
●内　容　先着500名様に招福ティッシュ
　　　　　ボックスを進呈

岳の湯温泉雲渓荘 ℡ 85-2263
▶小物作りワークショップ
話題のエコクラフトテープで小物作り。
作った小物はお持ち帰りいただけます。
（要予約）
●日　時　12月9日㈭
　　　　　1月13日㈭
　　　　　10:00～ 15:00
●参加費　1,500円(材料・昼食・入浴代込)

武石森林公園マレットゴルフ場
℡ 85-2222

▶冬の競技会
●期　日　12月上旬
●内　容　賞品付きのマレットゴルフ競

技会
●参加費　500円(プレー代別途)

武石ともしび博物館
　℡ 85-2474

▶秋の作品展
●内　容　上田切り絵の会と武石児童館

の作品展示
●期　日　11月2日㈫～11月25日㈭
●時　間　9:00～16:00
　　　　　（最終入館15:30）
●休館日　月曜日、祝日の翌日
●入館料　作品展のみの観覧は無料

お知らせ
年末年始休業のお知らせ
★武石診療所　　　　  ℡ 85-3308
●休診日　12月29日㈬～1月3日㈪
★武石スマイル号　　　℡ 41-4555
●運休日　12月29日㈬～1月3日㈪
ご利用の皆様にはご不便をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。

人権・悩みごと・行政相談
人権擁護委員、行政相談委員が相談をお
聞きします。
●日　時　12月6日㈪ 10:00～ 12:00
●場　所　武石地域総合センター 2階
■ 問 市民サービス課　℡ 85-2827

野沢菜収穫即売会中止
例年好評をいただいている野沢菜収穫即
売会は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から作付けを中止しました。
■ 問 産業建設課　℡ 85-2828

古着回収
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため延期しておりましたが、下記のとおり
丸子地域と合同で実施します。
●日　時　12月18日㈯ 10:00～12:00　●場　所　丸子文化会館

 募集
楽しい会～ !! ＆介護予防体操
●開催日　(毎月第1・3金曜日)
　　　　　12月3日・17日、1月7日・21日
●時　間　10:30～11:30
●場　所　武石地域総合センター
●対　象　おおむね60歳以上の方
●参加費　無料
●その他　申込み不要。ただし、送迎を希
望される方は、開催日の3日前までに
お申し込みください。
■申 ■問
・社協武石地区センター　 ℡ 85-2466
・武石地域包括支援センター  ℡ 41-4055
・高齢者介護課武石地域担当  ℡ 85-2119

普通救命講習会
●日　時　令和4年2月5日㈯
　　　　　9:00～12:00
●場　所　依田窪南部消防署会議室
●内　容　普通救命講習Ⅰ
　　　　　心肺蘇生法（胸骨圧迫・人工
　　　　　呼吸）、AEDの使い方、止血法、
　　　　　異物除去法
●参加料　無料
　講習修了者には修了証を交付します
■申 ■問 依田窪南部消防署  救急係

℡ 68-0119
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武石公民館だより No.86 武石公民館問 ℡ 85-2030

講座のご案内

フェイスブックで武石
公民館の情報を発信
しています

フェイスブックで武石
公民館の情報を発信
しています
　武石公民館では講座の募集やイベ
ントの様子などをフェイスブックに掲載
しています。ぜひご覧ください。

第32回ともしびの里
駅伝大会は中止と
なりました。

第32回ともしびの里
駅伝大会は中止と
なりました。
　10月24日㈰に予定していました
第32回ともしびの里駅伝大会は、コ
ロナの感染拡大防止のため中止とさ
せていただきました。

おトクに買い物!!上田を応援！
デジタルチケットのスマホ講座
おトクに買い物!!上田を応援！
デジタルチケットのスマホ講座
 上田市の消費喚起応援事業の第3弾が12月から始まります。こ
れまではPayPayを利用したお得な制度が今回はTicketQRで
のクーポン方式に変わります。この機会に使い方を覚えておトク
に買い物をしてみませんか？
日　時　12月2日㈭ 午前10時から11時まで
場　所　武石地域総合センター3階  大会議室
持ち物　スマートフォン
申込み　前日までに武石公民館窓口か電話で

LINEの使い方講座LINEの使い方講座
　コロナ禍の中、帰省できない家族やお孫さん、遠
く離れたお友達と、スマホを使って絆を深めてみませ
んか。
　初心者でも大歓迎！ＬＩＮＥの使い方を丁寧に教え
ます。
日　時　11月26日㈮ 午前10時から正午まで
場　所　武石地域総合センター2階 第一会議室
持ち物　スマートフォン
申込み　前日までに武石公民館窓口か電話で

図書室休日開館日のお知らせ
・11/21（日曜日） ・12/4（土曜日）
・12/19（日曜日） ・1/8（土曜日）
・1/16（日曜日）　
  時間はいずれも午前9時～正午まで

武石公民館
フェイスブック
QRコード

ともしびの里文化祭ともしびの里文化祭
　第48回ともしびの里文化祭が10月30日㈯、31日㈰に
武石地域総合セン
ターコミュニティホー
ルで開催されました。
コロナ禍の開催でし
たが、総勢、約15もの
団体と個人が出展し、
会場を華やかに彩りま
した。

●開館時間：月曜日～金曜日 9時～17時、木曜日 9時～18時
●休  館  日：土曜日、日曜日、祝日、特別整理期間、年末年始
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉室の場合があります。

武石公民館図書室だより 武石公民館 ℡ 85－2030問武石地域総合センター2階場

おすすめの新着本

【小説・エッセイ・実用書】 
●小説8050
●ぼくのお父さん
●犬がいた季節
●いのちの停車場
●くう、ねる、うごく！ 体メンテ

【児童書(絵本)】 
●そらまめくんのまいにちはたからもの
●せんろをまもる！ ドクターイエロー
●おふくさんのてるてるぼうず
●かえるくんとあたらしいおともだち
●はやおきおばけ
●としょかんのきょうりゅう
●ポッポーきかんしゃよるさんぽ
●恐竜トリケラトプスとティラノクイーン
●オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動会
●ふしぎなヒーローやさん

なかや みわ/作

鎌田 歩/作

服部 美法/作

鈴木 真実/作

くろだ かおる/作・せな けいこ/絵

鈴木 まもる/作・絵

とよた かずひこ/著

黒川 みつひろ/作・絵

富安 陽子/文・大島 妙子/絵

みやにし たつや/作・絵

小学館

小学館

大日本図書

講談社

フレーベル館

徳間書店

アリス館

小峰書店

福音館書店

金の星社

林 真理子/著

矢部 太郎/著

伊吹 有喜/著

南 杏子/著

崎田 ミナ/著

新潮社

新潮社

双葉社

幻冬舎

マガジンハウス

未就園児のあそびの広場

※ 来館人数によっては、ひろば利用ができないこともあります。予めご了承ください。

★児童館（子育て支援室）開館時間　9:30～12:30

開  催  日 内　　容 持  ち  物

お正月飾り作り

お正月遊び工作

12月13日㈪
12月14日㈫
12月17日㈮
 1 月11日㈫
 1 月12日㈬
 1 月14日㈮

水筒、着替えなど

【問】 武石児童館 ℡ 85-2826♪わくわく広場

10月30日㈯・
       31日㈰

【 回収できるもの 】 【 回収できないもの 】

※洗濯済みで、きれいなもののみ回収可。 靴下・下着類は、未使用品のみ回収可。
●その他　畳んで透明な袋に入れること
　　　　　マスク着用・手指消毒をお願いします　■ 問 市民サービス課　℡ 85-2312

スーツ・ジャケット・セーター・フリース・コート・
ズボン類・着物・ジャンパー・シャツ・パジャマ
類・シーツ・毛布・バッグ・靴・スカーフ・ネクタ
イ・タオル・子供服・ぬいぐるみ・靴下　等

よごれている物・臭いがついている物・濡れて
いる物・穴あき・破損している物・カーテン・ダ
ウン類・はんてん・布団類・マフラー・学生服・毛
皮・革製品・長靴・ブーツ・下着類


