
16

01

11月

10月

※小雨の場合決行TETTE に19時 or 三郎丸市民センターに 19時 30分集合
持ち物 お好きな飲み物 (ジュースやお酒等 )、お菓子・食べ物
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※参加型イベントを掲載、TETTE の個人使用については掲載しておりません。
※教室の内容など詳しいことは TETTE までお問い合わせください。

料理教室 ( 韓国 )
料理教室 (男性向け )
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ボン・ジョーノでは毎月1回、第3日曜日の8時
からまちの皆さんで公園や道路の清掃活動を
行なっています。
そして、今月は市環境行政が推進している
市民一斉まち美化活動も兼ねた清掃です。
ぜひ皆さんご参加ください!
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お掃除ラボ
8：00～9：00

※雨天中止の場合、前日 18時頃にココクルと TETTE 掲示板
　にてお知らせ致します。翌週に延期する予定です。集合 TETTE 交流スペース

清掃場所 ひとまち公園・さくらウォーク・くすくす公園他
軍手、掃除道具、タンブラーまたはマグカップ

今月は拡大版！！
１時間みんなで
お掃除しましょう！

相談会
ボン・ジョーノに関する質問に何でもお応えする会
街全体・家・店舗のこと等、ボン・ジョーノに関することなら
何でもOKです。ぜひTETTEへお越しください。
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タウンセキュリティ部会はBONJONOにお住いの皆さんを中心に、
事業者・警察署・大学の方など、多様な視点をいただきながら活動を
しています。今月は北九州市主催の『一万人の防犯パトロール大作戦』
に参加します。パトロール後にTETTEで持ち寄りの懇親会も致します
ので、ご参加いただけますと幸いです。
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2110 日
10：30～12：00

第 8回ブックラボ
ボン・ジョーノ ハロウィンパーティー

9：00～9：３0
ビオラボ ”秋の収穫祭”

暑さも和らぎ、季節の移り変わりを感じるこの頃です。
以前皆さんに植えて頂いたお芋の苗が、ビオラボメンバーの
愛情こもったお世話のおかげで立派に成長しました！
収穫の時期を迎えましたので、また皆さんと一緒にお芋掘り
したいと思います。お芋は参加者で平等に配分します。
ぜひ皆さんお芋掘りにご参加ください！
※有機農法のお米や野菜の販売も行ないますので、
　ぜひお買いもとめください。

※雨天決行コミュニティファーム集合
持ち物 作業できる服装、軍手等をご準備ください
主催 ビオラボ 定員料金

申込み なし

なし なし

※雨天中止の場合、前日 18時頃にココクルと TETTE 掲示板
　にてお知らせ致します。日程の都合上延期はございません。TETTE　DIY スペース集合

持ち物 仮装衣装、お菓子を入れる袋
主催 ブックラボ

定員料金
申込み 事前申込み (10/16 火  12 時まで )

一家族 500 円 子供 80名

お菓子配り (ご自宅訪問 )にご協力ください！
仮装した子供達がお菓子集めに立ち寄らせて頂くお宅を募集しています。
ご協力頂ける方は 10月 16日 ( 火 )12 時までに TETTE にご連絡ください。
※ご用意頂く物：キャンディーやチョコレート、クッキー等スーパーで売られているようなお菓子。
(お菓子は少量でOK！子供の人数が確定次第、事前に連絡させて頂きます )

4歳以上向け
0～3歳向け 音脳リトミック

お菓子集め

10:30～

当日の流れ
昨年に引き続き、『TETTE』にてハロウィンパーティーを
開催します。仮装した子供達がボン・ジョーノのお家や
お店を回ってお菓子集めをします。また、幼児向けにも
リトミックやフォトスポットをご用意しております。
ご家族でぜひご参加ください！！
※もしお金が余ればブックラボの絵本代として使わせて頂きます。

集合写真撮影

10:35～

正会員 準会員 一般

正会員 準会員

11:30～ 小物づくり、フォトスポット撮影
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昨年に引き続き、『TETTE』にてハロウィンパーティーを

作業できる服装、軍手等をご準備ください
ビオラボ

4歳以上向け
音脳リトミック
お菓子集め

小物づくり、フォトスポット撮影

ぜひ皆さんお芋掘りにご参加ください！
※有機農法のお米や野菜の販売も行ないますので、
　ぜひお買いもとめください。

仮装した子供達がお菓子集めに立ち寄らせて頂くお宅を募集しています。
ご協力頂ける方は 10月 16日 ( 火 )12 時までに TETTE にご連絡ください。
※ご用意頂く物：キャンディーやチョコレート、クッキー等スーパーで売られているようなお菓子。

昨年に引き続き、『TETTE』にてハロウィンパーティーを
開催します。仮装した子供達がボン・ジョーノのお家や
お店を回ってお菓子集めをします。また、幼児向けにも
開催します。仮装した子供達がボン・ジョーノのお家や
お店を回ってお菓子集めをします。また、幼児向けにも
リトミックやフォトスポットをご用意しております。

ご協力頂ける方は 10月 16日 ( 火 )12 時までに TETTE にご連絡ください。
※ご用意頂く物：キャンディーやチョコレート、クッキー等スーパーで売られているようなお菓子。

小物づくり、フォトスポット撮影
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ご家族でぜひご参加ください！！
※もしお金が余ればブックラボの絵本代として使わせて頂きます。

TETTE　DIY スペース

ご家族でぜひご参加ください！！
※もしお金が余ればブックラボの絵本代として使わせて頂きます。

主催

音脳リトミック
お菓子集め

集合写真撮影

0～3歳向け 音脳リトミック

秋の収穫祭”ビオラボ
暑さも和らぎ、季節の移り変わりを感じるこの頃です。

ビオラボ
暑さも和らぎ、季節の移り変わりを感じるこの頃です。

コミュニティファーム
持ち物 作業できる服装、軍手等をご準備ください
主催

ぜひ皆さんお芋掘りにご参加ください！
※有機農法のお米や野菜の販売も行ないますので、
　ぜひお買いもとめください。

コミュニティファーム 申込み

　ぜひお買いもとめください。
コミュニティファーム
作業できる服装、軍手等をご準備ください

料金

ビオラボ
暑さも和らぎ、季節の移り変わりを感じるこの頃です。
以前皆さんに植えて頂いたお芋の苗が、ビオラボメンバーの以前皆さんに植えて頂いたお芋の苗が、ビオラボメンバーの
愛情こもったお世話のおかげで立派に成長しました！
収穫の時期を迎えましたので、また皆さんと一緒にお芋掘り

以前皆さんに植えて頂いたお芋の苗が、ビオラボメンバーの
愛情こもったお世話のおかげで立派に成長しました！
収穫の時期を迎えましたので、また皆さんと一緒にお芋掘り

※ご用意頂く物：キャンディーやチョコレート、クッキー等スーパーで売られているようなお菓子。
(お菓子は少量でOK！子供の人数が確定次第、事前に連絡させて頂きます )

※ご用意頂く物：キャンディーやチョコレート、クッキー等スーパーで売られているようなお菓子。
(お菓子は少量でOK！子供の人数が確定次第、事前に連絡させて頂きます )

お菓子配り (ご自宅訪問 )にご協力ください！


