
 

 

 

 

 

 

 

  

12121212 月月月月 18181818 日日日日    杜のホール杜のホール杜のホール杜のホールはしもと（多目的室）はしもと（多目的室）はしもと（多目的室）はしもと（多目的室）148148148148 名名名名    

～今回も大勢の皆様にご参加をいただき有難うございました。大いに盛り上がった楽しい会となりました。

このまちでこのまちでこのまちでこのまちで    

高橋由香子のブログ『健康サポーター高橋由香子のブログ『健康サポーター高橋由香子のブログ『健康サポーター高橋由香子のブログ『健康サポーターHHHH＆＆＆＆SSSS』』』』もご覧くださいもご覧くださいもご覧くださいもご覧ください        http://blog.goo.ne.jp/koizumi2006http://blog.goo.ne.jp/koizumi2006http://blog.goo.ne.jp/koizumi2006http://blog.goo.ne.jp/koizumi2006    

いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも    

暮らしたい暮らしたい暮らしたい暮らしたい    

機関紙機関紙機関紙機関紙    

「「「「みんみん」みんみん」みんみん」みんみん」    ２２２２月月月月    

元元元元    気気気気    でででで    楽楽楽楽    しししし    くくくく    

相模原市「地域活性化事業交付金」交付事業相模原市「地域活性化事業交付金」交付事業相模原市「地域活性化事業交付金」交付事業相模原市「地域活性化事業交付金」交付事業    

    

参加者数参加者数参加者数参加者数((((延延延延))))：：：：12735127351273512735 名名名名    

（（（（12121212 月月月月 31313131 日日日日現在）現在）現在）現在）    

≪≪≪≪12121212 月の参加者：月の参加者：月の参加者：月の参加者：333333333333 名名名名≫≫≫≫    

《《《《2222010101015555 年》年》年》年》    

発行日発行日発行日発行日    平成平成平成平成 22227777 年年年年 1111 月月月月 11110000 日日日日        

第第第第 55552222 号号号号    

発発発発    行行行行    アダージョアダージョアダージョアダージョ    

〒〒〒〒252252252252----0134013401340134        

相模原市緑区下九沢相模原市緑区下九沢相模原市緑区下九沢相模原市緑区下九沢 1713171317131713----3333----602602602602    

����090090090090----7235723572357235----6021602160216021（高橋）（高橋）（高橋）（高橋）    

042042042042----761761761761----6694669466946694    （神保）（神保）（神保）（神保）    

����「生伴奏で「生伴奏で「生伴奏で「生伴奏で歌いま専科 12 月 21 日     56 名   

�麺's 倶楽部 12 月 17 日・31 日       11 名  

����ビーズステッチ教室  12 月 9 日        7 名   

�詩吟教室   12 月 4 日・11 日        11 名    

����「もっともっと「もっともっと「もっともっと「もっともっと歌いま専科」   

12 月 5 日・11 日・26 日  100 名  

TAJTAJTAJTAJ（（（（しょうなん茅ヶ崎しょうなん茅ヶ崎しょうなん茅ヶ崎しょうなん茅ヶ崎災害ボランティア災害ボランティア災害ボランティア災害ボランティア））））    

お餅お餅お餅お餅プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

今年も今年も今年も今年も多くの皆様にご協力をいただき多くの皆様にご協力をいただき多くの皆様にご協力をいただき多くの皆様にご協力をいただき有難う有難う有難う有難うございました。ございました。ございました。ございました。    

    お餅お餅お餅お餅    27272727 キロ、寄付金キロ、寄付金キロ、寄付金キロ、寄付金 61000610006100061000 円円円円    をををを 12121212 月月月月 23232323 日日日日にににに    

TAJ TAJ TAJ TAJ の小寺様にお引渡しいたしました。の小寺様にお引渡しいたしました。の小寺様にお引渡しいたしました。の小寺様にお引渡しいたしました。    

年末に年末に年末に年末に南三陸の被災地に届けて頂きました。南三陸の被災地に届けて頂きました。南三陸の被災地に届けて頂きました。南三陸の被災地に届けて頂きました。    

「生伴奏で歌いま専科」年末スペシャル  

 

季節季節季節季節のののの便便便便りりりり～～～～おおおお正月正月正月正月～～～～    

    

～多彩な顔ぶれの伴奏陣～ 

（午後の「歌いま専科スペシャル」） 

 
～サンタクロースも登場～ 

お楽しみ抽選会 

    

～華やかにハワイアンショーーーー    

    

～“ミウルおどり隊”も頑張りました～ 

    

““““手作手作手作手作りりりりのののの逸品逸品逸品逸品””””<m(__)m><m(__)m><m(__)m><m(__)m>    



        

    

    

    

    

    

    

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

１１１１    ２２２２    ３３３３    4444    5555    6666    7777    

８８８８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    

15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    

22222222    23232323    24242424    25252525    26262626 27272727    28282828    

 

 

 

 

2222 月月月月    みんみんカレンダーみんみんカレンダーみんみんカレンダーみんみんカレンダー    

開催場所の記載のないものは全て「大沢みんみんの館（いえ）」開催場所の記載のないものは全て「大沢みんみんの館（いえ）」開催場所の記載のないものは全て「大沢みんみんの館（いえ）」開催場所の記載のないものは全て「大沢みんみんの館（いえ）」で開催で開催で開催で開催    

    

ビーズステッチ教室ビーズステッチ教室ビーズステッチ教室ビーズステッチ教室    

（（（（アメリカンスタイル）アメリカンスタイル）アメリカンスタイル）アメリカンスタイル）    

講師講師講師講師：：：：神保静恵神保静恵神保静恵神保静恵    

2222 月月月月 17171717 日日日日((((火火火火))))、、、、22225555 日日日日（（（（水水水水））））    

参加費：参加費：参加費：参加費：555500000000 円円円円    ((((材料費別材料費別材料費別材料費別))))    

    

 

｢生伴奏で歌いま専科｣｢生伴奏で歌いま専科｣｢生伴奏で歌いま専科｣｢生伴奏で歌いま専科｣    

    

大沢公民館大沢公民館大沢公民館大沢公民館（大会議室）（大会議室）（大会議室）（大会議室）    

2222 月月月月 21212121 日日日日（（（（土土土土））））    

10:0010:0010:0010:00～～～～11:4011:4011:4011:40    

参加費：参加費：参加費：参加費：200200200200 円円円円    

    

    

歌詞集《歌詞集《歌詞集《歌詞集《冬冬冬冬》より》より》より》より    

リクエストにリクエストにリクエストにリクエストにお応え致しますお応え致しますお応え致しますお応え致します。。。。    

    

ピ ア ノピ ア ノピ ア ノピ ア ノ 伴 奏伴 奏伴 奏伴 奏 ：：：：高橋由香子高橋由香子高橋由香子高橋由香子    

歌 の リ ー ダ ー歌 の リ ー ダ ー歌 の リ ー ダ ー歌 の リ ー ダ ー ：：：：小泉小泉小泉小泉勝男勝男勝男勝男    

「もっともっと歌いま専科」「もっともっと歌いま専科」「もっともっと歌いま専科」「もっともっと歌いま専科」    

    

    

歌の後はくつろぎティータイム歌の後はくつろぎティータイム歌の後はくつろぎティータイム歌の後はくつろぎティータイム    

※日程はカレンダーを※日程はカレンダーを※日程はカレンダーを※日程はカレンダーを    

ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。    

参加費：参加費：参加費：参加費：500500500500 円円円円    13131313：：：：30303030～～～～        

    

高橋由香子のピアノ伴奏高橋由香子のピアノ伴奏高橋由香子のピアノ伴奏高橋由香子のピアノ伴奏    

    

《お問合わせ》《お問合わせ》《お問合わせ》《お問合わせ》090090090090----7235723572357235----6021602160216021（高橋）（高橋）（高橋）（高橋）    

                            042042042042----761761761761----6694669466946694（（（（神保神保神保神保））））    

詩吟教室詩吟教室詩吟教室詩吟教室（さがみ岳（さがみ岳（さがみ岳（さがみ岳風会）風会）風会）風会）    

講師：志田岳富先生講師：志田岳富先生講師：志田岳富先生講師：志田岳富先生    

2222 月月月月 12121212 日日日日、、、、19191919 日日日日（木（木（木（木））））    

10101010：：：：00000000～～～～        

参加費：参加費：参加費：参加費：1000100010001000 円円円円////月月月月    

相模原市緑区下九沢相模原市緑区下九沢相模原市緑区下九沢相模原市緑区下九沢 2032203220322032----29292929（神保）（神保）（神保）（神保）    

����042042042042----761761761761----6694669466946694    

「大沢みんみんの「大沢みんみんの「大沢みんみんの「大沢みんみんの館館館館

いえ

」案内」案内」案内」案内図図図図    

交通：ＪＲ橋本駅南口よりバス交通：ＪＲ橋本駅南口よりバス交通：ＪＲ橋本駅南口よりバス交通：ＪＲ橋本駅南口よりバス 8888 分分分分    

「上中ノ原団地」下車すぐ「上中ノ原団地」下車すぐ「上中ノ原団地」下車すぐ「上中ノ原団地」下車すぐ    

①のりば①のりば①のりば①のりば    （（（（57575757 系統）系統）系統）系統）    

望地キャンプ場入り口行望地キャンプ場入り口行望地キャンプ場入り口行望地キャンプ場入り口行            （榎戸経由）（榎戸経由）（榎戸経由）（榎戸経由）    

田名田名田名田名バスターミナル行きバスターミナル行きバスターミナル行きバスターミナル行き            （榎戸経由）（榎戸経由）（榎戸経由）（榎戸経由）    

②のりば②のりば②のりば②のりば    （（（（36363636 系統）系統）系統）系統）上上上上大島行大島行大島行大島行        

（六地蔵・九沢自治会館前経由）（六地蔵・九沢自治会館前経由）（六地蔵・九沢自治会館前経由）（六地蔵・九沢自治会館前経由）    

（（（（34343434 系統）上溝行系統）上溝行系統）上溝行系統）上溝行            

（作の口・六地蔵経由）（作の口・六地蔵経由）（作の口・六地蔵経由）（作の口・六地蔵経由）    

☆☆☆☆「大沢みんみんの館（いえ）」「大沢みんみんの館（いえ）」「大沢みんみんの館（いえ）」「大沢みんみんの館（いえ）」    

利用回数券発売中利用回数券発売中利用回数券発売中利用回数券発売中    

3000300030003000 円（円（円（円（500500500500 円券円券円券円券 7777 枚枚枚枚））））    

 

大沢公民館大沢公民館大沢公民館大沢公民館    

「「「「生伴奏で歌いま専科生伴奏で歌いま専科生伴奏で歌いま専科生伴奏で歌いま専科」」」」    

詩吟教室詩吟教室詩吟教室詩吟教室    

詩吟教室詩吟教室詩吟教室詩吟教室    

ほろ酔いほろ酔いほろ酔いほろ酔いのののの    

夕べ夕べ夕べ夕べ    

もっともっともっともっともっともっともっともっと    

歌いま専科歌いま専科歌いま専科歌いま専科    

    

もっともっともっともっともっともっともっともっと    

歌いま専科歌いま専科歌いま専科歌いま専科    

麺麺麺麺's's's's 倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

13131313        杜のホール杜のホール杜のホール杜のホール 8F8F8F8F    

（多目的室（多目的室（多目的室（多目的室））））    

「「「「生伴奏で歌いま専科生伴奏で歌いま専科生伴奏で歌いま専科生伴奏で歌いま専科」」」」    

ビーズステッチビーズステッチビーズステッチビーズステッチ    

教室教室教室教室    

ビーズステッチビーズステッチビーズステッチビーズステッチ    

教室教室教室教室    

    

27272727    

要予約要予約要予約要予約    

「もっともっと「もっともっと「もっともっと「もっともっと歌いま専科歌いま専科歌いま専科歌いま専科」」」」    

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    

～～～～ほろ酔いの夕べほろ酔いの夕べほろ酔いの夕べほろ酔いの夕べ～～～～        

2222 月月月月 22227777 日（日（日（日（金金金金））））    

11115555：：：：33330000～～～～11118888：：：：33330000    

参加費参加費参加費参加費：：：：2000200020002000 円円円円    

（（（（食事・飲み物・食事・飲み物・食事・飲み物・食事・飲み物・生生生生カラオケ）カラオケ）カラオケ）カラオケ）    

        

    定員定員定員定員：：：：15151515 名（お申込み先着）名（お申込み先着）名（お申込み先着）名（お申込み先着）    

        

☆☆☆☆ソロで歌ってみたい方ソロで歌ってみたい方ソロで歌ってみたい方ソロで歌ってみたい方☆☆☆☆    

事前にリクエスト事前にリクエスト事前にリクエスト事前にリクエストををををお受け致しお受け致しお受け致しお受け致し    

ますのでお気軽にますのでお気軽にますのでお気軽にますのでお気軽にお申出下さいお申出下さいお申出下さいお申出下さい。。。。    

    

絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙    

教室教室教室教室    

麺麺麺麺's's's's 倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部定例会定例会定例会定例会    

（男性限定）蕎麦打ち同好会（男性限定）蕎麦打ち同好会（男性限定）蕎麦打ち同好会（男性限定）蕎麦打ち同好会    

2222 月月月月 5555 日日日日((((木木木木) 10) 10) 10) 10：：：：00000000～～～～    

参加費：参加費：参加費：参加費：202020200000 円円円円    ((((材料費別材料費別材料費別材料費別))))    

                        

「絵手紙教室」「絵手紙教室」「絵手紙教室」「絵手紙教室」    

指導：五十嵐指導：五十嵐指導：五十嵐指導：五十嵐肇子さん肇子さん肇子さん肇子さん    

2222 月月月月 22224444 日（火）日（火）日（火）日（火）10101010：：：：00000000～～～～    

参加費参加費参加費参加費：：：：500500500500 円円円円    

 

｢生伴奏で歌いま専科｣｢生伴奏で歌いま専科｣｢生伴奏で歌いま専科｣｢生伴奏で歌いま専科｣    

杜のホール杜のホール杜のホール杜のホールはしもとはしもとはしもとはしもと 8888 階階階階    

（多目的室（多目的室（多目的室（多目的室））））    

2222 月月月月 13131313 日日日日（金）（金）（金）（金）10:0010:0010:0010:00～～～～11:4011:4011:4011:40    

参加費：参加費：参加費：参加費：1000100010001000 円円円円    

伴奏伴奏伴奏伴奏：高橋由香子（ピアノ）：高橋由香子（ピアノ）：高橋由香子（ピアノ）：高橋由香子（ピアノ）    

加藤ちゃぼ加藤ちゃぼ加藤ちゃぼ加藤ちゃぼ（パーカッション）（パーカッション）（パーカッション）（パーカッション）    

歌のリーダー：歌のリーダー：歌のリーダー：歌のリーダー：    

小泉小泉小泉小泉勝男勝男勝男勝男    

    
歌詞集《冬歌詞集《冬歌詞集《冬歌詞集《冬》より》より》より》より    

リクエストにリクエストにリクエストにリクエストにお応え致しますお応え致しますお応え致しますお応え致します。。。。    

    

《《《《2222015015015015 年》年》年》年》    


