
公民館 自主講座 開催日 時間 講師

うたごえ 第4(金) 13:30～15:30 宮本孝子

エコクラフト手芸 第1･3(土)  9:00～16:00

絵手紙 第1･3(火)  9:30～12:00 髙田佳代子

傘踊り 第1･2(金) 13:30～15:30 丹賀裕子

歌謡 毎週(金) 13:30～16:00

筋力トレーニング（山波アップ） 第1～4(月) 13:30～15:30

筋力トレーニング（山波ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ） 毎週（月･金）  8:30～10:00

三味線 第2･4(木) 10:00～12:00 津山京子

シルバーリハビリ体操 第2･4(水) 13:30～15:00 香川節子

銭太鼓 第1～4(水)  9:30～12:00

卓球 毎週(火･木) 19:00～21:00

パッチワーク 第1･3(水) 13:30～15:30 溝下君香

舞踊（あゆみ会） 第1～4(火） 13:00～16:00 宇根晋一郎

民謡 第2･4(木) 13:30～15:30 津山京子

洋裁・手芸 第1･3(金) 13:00～16:00 香川節子

ヨガ 第1･3(土) 19:00～20:30 原田美香

生花 第2･4(火) 10:00～12:00 橋本民恵

囲碁（棋翔会） 毎週(火) 10:00～15:00 杉山進

エアロビクス 毎週(火) 10:30～12:00 西山美智子

英会話 第1･3(水) 14:30～17:30 岡本美登利

エンジョイダンス 毎週(月) 14:00～16:00

沖縄エイサー 第2･4(金) 13:30～15:30 前田寿文

折り紙 第1･3(金) 10:00～12:30

絵画（水曜） 第2(水) 18:30～21:00 佐藤圭史

絵画（金曜） 第1･3(金) 14:00～16:00 石森啓司

健康体操 毎週(月) 13:30～14:30

健康体操（夜） 毎週(月) 19:00～20:30

子どもの本を考える会 第3(月) 13:30～16:00

書道 毎週(土) 10:00～12:00 大田美州

シルバーリハビリ体操 第2･4(木) 10:00～12:00

スコップ三味線 第2･4(木) 13:30～15:00

ストレッチ 毎週(水) 10:00～11:30

体操（ひざ腰の機能改善） 第2･4(金) 10:00～12:00 三島寿美子

チェアエクササイズ 第2･4(月) 10:00～12:00 三島寿美子

手編物 第1･3･4(火)  9:00～12:00 崎浜育子

手仕事 第2･4(月) 10:00～12:00

手作り(サークル薔薇） 第1･3(火) 14:00～16:30

ハンドメイドサークル 第2･4(月) 14:00～16:30

フォークダンス 毎週(水) 12:30～15:30 近藤善子

筆ペン 第2･4(金) 10:00～12:00

クッキング 第2(土)  9:30～14:00

子ども書道(1） 第1～3(土) 13:30～15:00 中屋心泉

子ども書道(2） 第1～3(土) 15:00～16:30 中屋心泉

デンマーク手工芸 第1･3(火) 10:00～12:00 池田征聿子

書道（金曜） 第1･3(金) 10:00～12:00 窪田華岳

書道（日曜） 第4(日) 10:00～16:00 窪田華岳

ストレッチ 第2(金) 10:00～12:00 田中麻衣子

ハガキ絵 第1･3(金) 13:30～15:30 木曽一徳

パッチワーク 第1･2･4(土) 10:00～12:00

舞踊 第1･2･4(月) 17:00～20:00 神原由美子

ヨガ（午前） 第1～4(木) 10:30～12:30 松下桃子

ヨガ（午後） 第1～4(木) 13:30～15:30 松下桃子

ヨガ（夜） 第1～4(木) 18:00～20:00 松下桃子

編物 第1･3(火) 13:00～15:30 﨑濱育子

生花 第2･4(土)  9:00～12:00 長井八重子

囲碁 毎週(月) 13:00～17:00 大福亘洽

英会話（初級） 第1･3(火) 19:30～20:30 井上美紀

絵手紙 第1･3(木) 13:30～15:30 桃谷登紀恵

歌謡 第2･4(金)  9:30～12:00 井倉健一

空手 毎週(金) 19:00～21:00 島谷昭光

健康体操（生命の貯蓄） 毎週(金) 10:00～11:30 赤木直美

子育サロン（ドレミサークル） 月1回(金)  9:30～12:30

茶道（1） 第1･3(火) 13:30～15:30 丸山和子

茶道（2） 第1･4(金) 13:00～16:00 丸山和子

茶道（3） 第2･4(土） 13:00～15:30 丸山和子

サロン（ふれあいサロン吉和） 第3(水) 13:00～15:30

ジャギーダンス 毎週(水)  9:30～12:00

社交ダンス(月） 第1～4(月) 13:30～15:00 永井雅人

社交ダンス(ソシアルダンス 木） 第1～4(木) 19:00～21:00 草刈崇史

社交ダンス(ソシアルダンス 金） 第1～4(金) 13:00～16:00 上原　光

体操（さわやか） 第1～4(木)  9:00～12:00

体操（矢車草） 毎週(土) 10:00～12:00

陶芸 第2･4(火) 13:30～15:30 金野　剛

トリム体操1 毎週(月) 10:00～12:00 渡辺田鶴

トリム体操2 第1～4(木) 13:30～15:30 大本千鶴子

トリム体操3 第1～4(火) 19:00～21:00 大本千鶴子

パソコン 第1･3･5(月) 13:30～15:30

フォークダンス 毎週(火)  9:30～12:00 高垣恵子

山波

長江

土堂

吉和



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

吉和 料理 第1(木)  9:00～13:00 村田順子

第1･3（水） 10:00～12:00

第2･4･5（水） 10:00～16:00

英会話（月曜） 第2･4(月) 13:00～16:00 松崎百合恵

英会話（木曜） 第2･4(木) 13:00～15:00 クリストフ･メドリズキ

英会話（土曜） 第2･4(土) 10:00～12:00 王 紅（ｵｳ ｺｳ）

英語学習 毎週(木) 10:00～12:00

絵手紙 第3(月) 13:00～15:00

華道 第1･3(金) 13:00～15:00 田邉芳子

歌謡 第1･3(水) 13:00～15:30 木曽かよ子

韓国語（カナダラクラブ） 第2･4(水) 10:00～12:00 久保田透子

韓国語（ハナハナクラブ） 第2･4(金) 13:30～15:00 久保田透子

健康体操（健志塾） 第1･3(水)  9:30～12:30 東風上薫

子育てサロン 第1～4(月) 10:00～13:00

子ども日本舞踊 第1～4(水) 17:00～19:00 川井由貴

コーラス 第2(月)  9:30～12:00 中尾　芽加美(ﾒｸﾞﾐ)

刺し子 第2･4(土) 13:30～16:00 横山ノブ子

３Ｂ体操（木曜） 第1～4(木) 10:30～12:00 平野美津代

３Ｂ体操（スマイル） 第1･3(月) 19:00～20:30 中野秀美

詩吟(月曜） 第2･4(月)  9:30～12:00 島田鐘峰

第1･3(水)（初級）

第2･4(水)（中級）

三味線 第1･3(金)  9:30～12:00 津山京子

将棋 最終(日)  9:00～15:30

書道（午後） 第2～4(木) 15:00～18:00 中屋心泉

書道同好会 第1･3(木) 10:00～12:00

シルバーリハビリ体操（金曜会） 第1～3(金)  9:00～12:30

シルバーリハビリ体操（ｻﾛﾝﾓﾘﾝｶﾞ） 第1･3(月) 10:00～11:00

ストリートダンス・コンテンポラリーダンス 毎週(金) 18:30～21:00

太極拳 第2･4(火) 10:00～12:00 池尻吉子

卓球同好会 毎週(金) 16:00～18:30

中国語 第1･3(火) 10:30～12:30 桃谷真実

手編み 第1･3(火)  9:30～11:30

日本語教室 第1～4(火) 18:30～21:00

筆ペン(これで安心） 第4(土) 10:00～11:30 高田優子

筆ペン(季節を楽しむ） 第4(土) 13:30～15:00 高田優子

笛・三味線 第2･4(火) 10:00～12:00 金井敬子

フォークダンス 第1･2･4(木) 19:00～21:00 髙垣恵子

舞踊（ゆりの会） 第1～4(水) 19:00～21:00 川井由貴

舞踊（さくら会) 第1･3(土)  9:30～12:00 廣花和子

民謡・三味線（絃志会） 第2･4(木) 12:30～16:00 藤井信志

民謡（さなえ会） 第1･3(金) 13:30～19:00 津山京子

メンタルヘルス(心の健康） 毎週(月) 13:30～17:00 室　義久

ヨガ 第1～4(火) 13:00～15:00 柏木幸子

料理(中国家庭） 第3(金) 10:00～13:00 桃谷真実

料理（手ごねパン） 第4(木) 10:00～12:00 西浦敬子

和紙ちぎり絵 第2･4(木) 13:00～15:00

絵手紙 第1･3(木) 10:00～12:00 高畦八重子

絵画（虹人） 第4(火）  9:00～12:30

第1･2･4(木) 13:00～16:30

第3(火)  9:00～12:00

歌謡（月曜） 第1･3(月)  9:15～12:00 浜田有昭

歌謡（木曜） 第1･3(木) 13:30～15:30 木曽かよ子

歌謡（金曜） 第1･3(金) 13:30～15:30 古川順子(ﾖﾘｺ）

歌謡（土曜） 第2･4(土) 10:00～12:00 堀  真

韓国語 第2･4(木) 13:30～15:30 鄭　景太(ﾁｮﾝ･ｷｮﾝﾃ）

気功（午前） 第1～4(火) 10:00～11:30 兼久弘行

気功（午後） 第1･3(木) 19:00～20:30 兼久弘行

子育てサロン(お日さまクラブ) 第3(金)  9:30～12:00

不登校親の会 第3(土) 15:00～18:15

ペン習字（午前） 第2･4(水)1･3･5(木) 10:00～12:00 井上すみ子

ペン習字（午後） 第2･4(月) 13:30～15:30 井上すみ子

ペン習字（夜） 第1･3(火) 19:00～21:00 井上すみ子

手芸 第3(木) 13:00～16:30 西本久子

太極拳 第2･3･4(金) 13:30～15:30 若月三千恵・若月誠

大正琴（すみれ） 第2･4(水) 13:00～15:00 村上美枝子

大正琴（ひまわり2） 第2･4(水)  9:30～12:00 村上美枝子

大正琴（フォートップス） 第1･3(火) 10:00～12:00 村上美枝子

トリム体操 第1～4(火) 13:00～15:00 渡辺田鶴

ハーモニカ（絵のまち） 第1･3(水) 10:00～12:00 斉田久美

ハーモニカ（おのみち） 第1･3(水) 13:00～15:00 斉田久美

パッチワーク 第1･3(水) 13:00～16:00

日本舞踊 第1～4(木) 13:00～17:00 神原由美子

ものづくり会 第3(木)  9:00～12:00

生け花・和楽器 第1～4(火) 13:00～16:00

囲碁 毎週(土)  9:00～12:00

囲碁女性サークル 毎週(金) 13:00～17:00

歌とギター演奏 第2･4(水) 14:00～16:00

大下宣洲

栗原

日比崎

女性囲碁 鈴木雅志

絵画（洋画） 高田三徳

詩吟(水曜） 13:00～15:30

栗原北



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

エアロビクス 毎週(水)  9:50～11:50 角谷鈴江

英会話 第2･4(木)  9:20～11:20 　井上美紀

絵手紙 第1･3(土) 13:00～16:30 佐藤圭史

オカリナ 第1･3(金) 13:30～15:30 松林路恵

踊り（よさこい） 第1･3(土)  9:30～12:30 松本久美子

歌謡（Ｓ） 第2･4(木)  9:30～12:30 島原重光

歌謡（かよこ） 毎週(木) 19:00～21:00 　木曽かよ子

歌謡（さくら会） 毎週(水) 12:50～15:50

歌謡（はなみずき） 第1～3(月) 19:00～21:00

歌謡（ひばりの会） 第1(木） 13:30～15:30

歌謡（ブーケ） 第2･4(水)  9:30～12:30 崎本トミイ

空手 毎週(月) 18:30～21:00 武田勝弘

韓国文化 毎週(火) 10:00～12:00

燻製教室 第3(木) 12:30～16:00 杉川伸二

剣舞 毎週(火) 18:00～21:00 大本翠山

軽音楽 第2･4(日) 10:00～17:00

健康体操（同好会） 毎週(金) 19:30～21:00 高卯トミコ

健康体操（ビューティフルライフ） 第1～4(金) 10:00～12:30 東風上薫

健康体操（さわやか） 第2･4(火)  9:30～12:00

健康体操（ゆる体操） 毎週(水) 10:00～11:30

健康体操（ストレッチ） 毎週(月) 10:30～12:30

子育てサロン（日だまりカフェ） 第2(金)  9:00～12:00

子ども英会話 毎週(土)  9:00～11:00 　井上美紀

子どもバレエ体操 第1～4(金) 16:30～21:00 　岩本暁美

古文書（三訪会） 第1･3(木) 13:30～16:00

詩吟 毎週(金)  9:30～12:00 　恵谷一目

写真 第3(金) 13:30～15:30 長谷俊明

水彩画 第1･2(月)  9:00～12:00

水彩画(バイオレット） 第1･2･4(火) 13:00～17:00 平藤初代

スポーツダンス 毎週(火) 15:00～17:00 児谷年之･児谷富美子

スポーツダンス（栗原北同好会） 毎週(土) 14:00～17:00 羽村 悟･羽村津根子

スポーツダンス（ひまわり） 毎週(水) 19:00～21:00

大正琴 第2･4(土) 19:00～21:00 　平尾発行

銭太鼓 第1～4(火) 13:30～16:00

太極拳（コスモス） 毎週(月)  9:30～12:00 　平原久美子

太極拳（シルクロード） 毎週(月) 13:30～16:00 中川勝子

太極拳（同好会） 第1～4(火) 13:00～15:00 　熊谷公子

太極拳（ひまわり） 毎週(火)  9:00～12:00 　平原久美子

粘土の花と人形 第1～4(水)  9:30～12:00 三好寛治

舞踊（花園会） 毎週(金) 13:30～16:00 　川井由貴

舞踊（みどり会） 第2･4(木)  9:30～11:30 広花和子

フラダンス 第1～3(土) 10:00～12:00 若竹信代

フラワーデザイン 第4(水･土) 13:30～17:00 岩岡いな子

民謡･三味線 第2･4(土) 13:00～16:00 藤井信志

ヨーガ 第1～3(土) 11:10～12:10 上田睦美

ヨーガ（ヨガスタジオ） 第1～3(土) 10:00～11:00 上田睦実

読み聞かせ 第3(水) 13:30～15:30

料理 第4(土)  8:30～13:30 日下恵子

生花 第1･3(木) 13:00～15:00 井上満成

囲碁 毎週(月･土） 13:00～17:00

英会話（月） 毎週(月) 19:00～20:00 井上美紀

英会話（火） 第2･4(火) 19:30～20:30 井上美紀

絵てがみ 第2(金)  9:30～12:00

絵画 第2･4(土) 14:00～17:00 佐藤圭史

水彩画 第1･3(火)  9:00～12:00 中西和雅

カウンセリングルーム 第4(金) 13:00～15:00

歌謡 第1･3(水) 13:30～15:30

健康体操 毎週(木) 13:00～15:00

健康体操 第4(月) 13:00～15:30

健康体操（生命の貯蓄体操） 第1～4(金)  9:30～11:30 片山美恵子

子育て（らっこクラブ） 第2(木)  9:30～12:00 宮本孝子

子ども英会話（木） 毎週(木) 15:00～18:30 岡野淳子

子ども英会話（金） 毎週(金) 15:00～19:00 岡野淳子

空手 第1･2･4･5(木) 18:00～19:30 武田勝弘

子ども書道 第1～4(火) 16:00～19:00 川崎和子

子どもダンス空手 毎週(金) 18:00～21:00 荒川直美

子どもバレエ体操 毎週(火) 17:00～20:30 岩本暁美･木曽美希

姿勢改善 毎週(火) 13:30～15:00 川内久美

手話 第2･4(土) 10:00～12:00 黒瀬幸子

書道 第1･3(金) 13:00～14:30

シルバーリハビリ体操 第2･4(金)  9:30～11:30 島田敏子

煎茶 第2･4(水) 10:00～12:00 北村貴美子

そば打ち 毎週(土)  9:00～12:30 篠原美文

スポーツダンス 毎週(水) 13:00～15:00

パッチワーク 第2･4(木) 13:30～15:30

バレエ（大人） 第1～4(土) 17:30～21:00 木曽美希

ピラティス 第1･3･4･5(水) 10:00～12:00 川内久美

舞踊 第1～4(火) 12:30～16:30 神原由美子

栗原北

東部



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

フラダンス 第1･3(月) 13:00～15:30 河村夕紀子

ふれあいサロン 第1･2(水)  9:00～13:00

ペン習字（天の声） 第3(水) 10:00～12:00

ヨガ 第2･4(木) 13:00～15:00 原田美香

囲碁 毎週(月) 13:00～17:00

ウクレレ 第1･3(水) 14:30～15:30 髙橋重雄・吉川久美子

歌声 第1･3(水) 13:00～14:10 吉川久美子・高橋重雄

エコクラフト手芸 第1(月)  9:30～12:00 仲原美子

オカリナ 第1･3(水) 15:30～16:30 吉川久美子・高橋重雄

お手玉･昔遊び 第2･4(火) 13:30～15:00 山根三重

おのみち寺子屋 毎週(日)  9:00～17:00

折り紙 第1･3(木) 13:00～16:00 花本圓子

リズムdeあそぼう 第2･4(土) 11:15～12:00 田村浩子

絵画 第2･4(金) 13:00～15:00 瀬山清三

歌謡 第2･4(水) 13:00～16:00 井倉健一

ギター 第1･3(月)  9:00～12:00

健康体操 第1～4(木) 19:00～21:00

リフレッシュ体操 第1･2･4(火) 13:30～15:00 斉藤清子

子育てサロン（ジャンぷっぷ） 第2(木)  9:30～12:00

子育てサロン（きてきてクラブ） 第2(木)  9:00～12:00

子育てサロン（ぴよぴよ） 第2(木)  9:30～12:00

筝曲 第1･2･3(日) 13:00～17:00

こども絵画 第1･3(土) 10:00～12:00 渡辺孝次

こどもヨガ 第2･4(木) 16:00～17:00 森はま子

小物づくり 第1(日) 13:00～16:00 鶴　満喜枝

コーラス 毎週(水) 19:15～21:00 田中直美

茶道（抹茶） 第2･4(水)  9:00～12:00 岡本今日子

三味線 第3(月) 13:30～15:30

かな書道 第2･4(木) 10:00～12:00

漢字書道 第2･4(水) 10:00～12:00 窪田恭夫

親子書道 第1～4(木) 15:30～17:30 大田宙美

シルバーリハビリ体操 第2･4(月)  9:00～12:00 　光永五十彦

太極拳 第1～4(金) 13:00～17:00 木曽倫子･中司るみ子

大正琴（秋桜会） 第2･4(木) 13:00～16:00 鳥尾高子

大正琴（千鳥会） 第1･3(金)  9:00～12:00 武田　恵

体操教室 第1(土) 13:00～15:00

短歌 第1(金) 15:00～16:30 仲尾　修

ストリートダンス 毎週(月) 18:00～21:00

ハガキ絵 第1･3(水)  9:00～12:00 木曽一徳

パッチワーク 第1(土) 13:00～16:30 松本秀子

フラダンス 第1･3(土) 10:00～11:30 苅田恵美

フラダンス(アロハココ） 第2･4(金) 10:30～11:30 森本美樹

フラワーアレンジメント 第1･3(火) 19:00～21:00 北川温子

フルート･ピアノ 第1･3(日) 13:00～17:00 石畑悦子

ボッチャ 第3(月)  9:00～12:00

民謡 第2･4(火) 13:00～16:00 岡本君子

民謡（シルバー） 第2･4(月) 13:30～15:30 岡本君子

ヨガ（さわやか） 第1～4(火)  9:00～12:00 土居トモ子

ヨガ（エンジョイ） 第2･4(木) 14:00～15:30 森　はま子

ヨガ（ワクワク） 第2･4(金) 19:00～21:00 森　園子

ストレッチ・ヨガ 第1～4(火) 19:00～21:00 川内久未

歴史 第4(日)  9:00～12:00 榊原恒司

レクリェーションダンス 第2･4(木) 13:30～15:30 吉田深雪

編物 第1･3(火) 10:00～12:00

囲碁 5日･15日･25日 13:00～16:30 一味　浩

浦崎郷土文化研究会 第3(土) 13:30～15:00 藤井健三

健康体操 第1～4(水) 19:30～21:00

コーラス（フラワーズ） 第1･3(月)  9:30～12:30 檀上晴子

茶道 第2(金) 19:00～21:00 髙橋幸子

蕎麦打ち 第2(火) 10:00～13:00 村上文雄

パソコン（初級） 第1･3(土) 13:30～15:30 友野正信

パソコン（なかよし） 第2･4(土) 13:30～15:30 神原あん

バンド練習 第2･4(火) 13:00～17:00

防災 第3(金）
4～9月19:30～21:00
10～3月19:00～20:30

舞踊 第2･4(金） 13:30～14:30 若柳臣花

フォークダンス 第2(月)  9:00～12:00

簡単パン工房 第4(水）  9:00～12:00

ユニカール 第2(木) 10:00～12:00 高田正宏

ヨガ 第1･3(水)  9:30～11:30 宮脇己紗都

ヨガ（福笑い） 第2(水) 13:00～15:30

リズムエクササイズ 第2･4(水）  9:30～11:30 佐藤広隆

歌声で健康 第4(水) 10:00～11:30 三浦直子

健康体操 第2(水) 10:00～11:30 吉田深雪

サロン（あやめ） 第4(木) 13:00～15:30

自然に親しむ 第2(金） 10:00～11:30 横山直江

水彩画 第2･4(月) 13:30～15:00 横山直江

相撲甚句 第3(金） 10:00～12:00 小林　均

卓球 毎週(火･金) 10:00～12:00

東部

藤井川

向東

浦崎



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

トールペイント 第1･3(木) 10:00～11:30 久保範美

パソコン 第2･4(火) 13:00～16:00

フラダンス 第1･3(水) 10:00～11:30 比本弘子･木根森淳子

フラワーアレンジメント 第4(木) 10:00～11:00 高寄美代子

民踊 第2･4(土)  9:30～11:30 辻　時子

囲碁・将棋 第2(金) 13:00～17:00

第1･3(火) 10:00～11:30

第2･4(火) 10:45～12:00

歌謡 第1･3(火) 13:30～15:30 木曽かよ子

子育て支援サークル（おたまじゃくしの会） 第2(木)  9:00～12:00

茶道 第2(水） 13:00～16:00 小早川幸子

詩吟 第2･4(火) 13:00～15:00

シルバーリハビリ体操 第2･4(金)  9:00～12:00

パッチワーク 第1･3(月) 13:00～16:00 持倉和子

地域交流（100円クラブ） 第3(金) 13:00～15:00

民踊 第2･4(土) 13:00～16:00

ヨガ 第2･4(火)  9:30～10:45 原田美香

おりがみ 第2(土)･第4(火） 13:00～16:00 仁井谷孝一

シルバーリハビリ体操 第1(火)  9:30～12:00 井上　静

久山田 囲碁 毎週(日) 13:00～17:00 槇田猪三郎

アートフラワー 第2･4(火) 13:30～17:00 向　富美子

絵手紙 第2･4(水) 10:00～12:00 久留京子

絵画 第1･3(木) 12:00～17:00

空手 毎週(火) 18:00～19:30 武田勝弘

水彩画 第2･4(木)  9:00～12:00

手芸・体操 毎週(火) 13:00～16:00

トリム体操 第1～4(水) 19:30～21:00 渡辺田鶴

高須トリム体操 第1～4(火)  9:30～12:00 渡辺田鶴

ピラティス 第2･4(金) 13:00～15:00 川内久美

日本舞踊（花盛会） 第1～4(月) 13:00～16:30 神原由美子

吹矢（高須） 第1･3(水) 10:00～11:30 倉本のり子

有酸素運動（ズンバ） 毎週(月) 10:00～12:00 川内久美

ヨガ 毎週(金) 18:30～21:00 川内久美

生花（向島いけばな土曜） 第1･3(土) 12:00～17:00 村上　壌子

シルバーいけばな（自由花） 第2(土) 13:00～17:00 村上　壌子

女性囲碁サークル 第2･4(月) 13:00～17:00

子ども囲碁 第1･3(土)  9:30～11:30 半田堅二

歌島学（歴史）サークル 第1(水） 18:00～20:00

リズム体操 第2･4(火) 10:00～12:00 岡田　祥子

エアロビクス 第2･4(木) 19:00～21:00 岡田　祥子

英会話（初級教室Ａ） 第1･3(木) 19:00～21:00 井上　美紀

英会話（サークル） 第3(木） 14:00～15:40

英語クラブ 第1･3(月) 10:00～11:30

英会話 第2･4(木) 19:30～21:00 ダグラス

中高年の英会話 第1･3(木) 10:30～12:00 井上　美紀

絵手紙 第1･3(水) 13:30～15:30 木曽　一徳

お手玉 第1(日) 13:00～15:30 槙　信子

折り紙 第4(土) 13:30～15:30 亀田　早苗

おのみち日本語 第1･3(火) 19:00～20:30

日本語学習支援サークル 第2･4(日) 19:00～21:00 樋口　桂之助

傘踊り 第1･3(水) 19:30～21:30 小林　澄子

中央かな書道 第1･3(金)  9:30～11:30 　吉原　哲子

歌謡（向島） 第1･3(月) 14:00～16:00 黒田　幸義

歌謡（歌ごころサークル） 第1･3(火) 14:00～16:00

空手 第1･3(木) 18:30～21:00 桃谷　和秀

木目込み人形押絵 第1･3(水) 13:00～15:00 山中　弥生

着付け着せ方 第1･3(水) 19:30～21:30 村上　壌子

ストレッチ体操 第1･2(木) 10:30～12:00 松本　明美

コーラス（尾道コールあい） 第1･3(月) 19:00～21:30 宗盛　ユキミ

コーラス（向島ふれあい） 第1･3(水) 10:00～12:00 小坂　幸子

混声コーラス（歌の島混声合唱団） 第2･4(水) 19:00～21:30 宗盛　ユキミ

混声コーラス（ごましおクッキーズ） 第1･3(火) 19:30～21:30 高橋　冨士江

音楽療法（うためぐり） 第1(月) 13:30～16:00 　久保　敬子

茶道（煎茶） 第1･3(月) 12:30～16:00 新田　茂子

茶道（抹茶) 第1･3(金) 13:00～16:00 荒井　多恵子

三弦同好会 第2･4(水) 13:00～17:00 松岡　悦子

３Ｂ体操 第1･3(火) 19:00～20:30 　岡田　幸子

しまなみジュニアオーケストラ 第1･3(土) 13:00～16:30 　原田　一平

尺八同好会 第1･3(火) 10:00～12:00 小川　強

スポーツダンス（基礎） 第2･4(月) 19:00～21:00

スポーツダンス（向島） 第2･4(木) 19:00～21:00 松岡　祥子

健康社交ダンス 第1･3(木) 10:00～12:00 児谷　年之・富美子

レクダンス 第2･4(木) 13:30～15:30 井上京子

ママダンス 第2･4(水) 10:00～12:30 　高山　淳子

親子ダンス 第1･3(金) 17:00～19:00 田畑　愛里菜

子どもダンス 第3･4(水) 17:00～18:30 嶋田　萌菜

尾道写真クラブ 第4(日)  9:00～11:30 山中　健次

水墨画 第2･4(月) 13:30～15:30 山本　修三

高須南

藤井川

木ノ庄東

山方

沖縄民謡エイサー 前田寿文

向島



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

琴同好会 第2･4(火) 13:00～17:00 松岡　悦子

吹奏楽 第2･4(火) 18:00～21:00 土生　達朗

和太鼓 第4(日) 14:00～16:00

大正琴（美琴会） 第2･4(金)  9:00～12:00 井上　美智子

大正琴（いしころアンサンブル) 第2･4(火) 13:00～16:00 鳥尾　高子

短歌 第3(木) 13:00～16:00

中国語講座 第1･3(土) 14:00～16:00 桃谷　真実

中国家庭料理 第1(金)  9:30～14:00 桃谷　真実

読書会 第2･4(土)  9:30～12:30 砂田　悦子

トールペイント 第1･3(土) 14:00～16:00 三谷　あけみ

トリム体操 第2･4(木) 10:00～12:00 　　渡辺　田鶴

日本画 第2･4(木) 13:30～15:30 森重　時江

パッチワーク 第2･4(水) 13:30～15:30 溝下　君香

布工房（友遊） 第1･3(火)  9:00～12:00

パソコンクラブ(Ａ） 第1･3(水) 10:00～12:00 田頭　紀明

パソコンクラブ（Ｂ） 第2･4(金) 13:30～15:30 田頭　紀明

シルバーパソコン 第2･4(木)  9:30～12:00

シルバーパソコン（同好会） 第1･3(木)  9:30～12:00

ワード同好会 第2･4(木) 13:00～15:00

舞踊（兼吉） 第2･4(金) 18:30～21:30 堺本　納未

舞踊（中央） 第1･3(火) 13:00～16:00 小田切　良子

舞踊（津部田） 第1･3(金) 13:00～16:00 堺本　納未

舞踊（らんの会) 第1･3(土)  9:30～12:00 川井　由貴

ハワイアンフラ(ティアレ) 第1･3(月)  9:30～12:00 河村　夕紀子

ハワイアンフラ(イリマ) 第1･2(水) 13:00～16:00 　河村　夕紀子

フラ（プルメリア） 第2･4(水) 19:00～21:00 谷森　千弘

ハワイアンフラ(リノハノハノ) 第2･4(月) 10:00～11:30 三好　さと子

フラワーアレンジメント 第3(水) 14:00～16:00 北川　温子

フラワーデザイン 第1･3(月) 10:00～12:00 廿日出　秀美

プリザーブドフラワー 第2(木)  9:30～12:30 山岡　弘美

洋画 第2･3(月) 13:00～16:00 村上　選

謡曲入門 第1･3(木) 14:00～16:30 高田　和之

洋裁 第1･3(土) 13:30～15:30

ヨガ 第1･3(金) 19:00～21:30 戸田　洋子

健康ヨガ（Ａ） 第1･3(月) 18:00～21:00 高原　香枝子

健康ヨガ 第2･4(月) 18:00～21:00 高原　香枝子

リラックスヨガ 第2･4(金) 13:30～16:00 小川　富枝

料理 第2･4(金)  9:00～13:00 岡本　瑠美

リボン小物作り(リボンレイ) 第2(水) 13:30～16:00 井上　ゆかり

和紙工芸・紙人形 第1･3(月)  9:30～12:00

子どもバレエ 第1･3(火) 16:30～19:15 松本　優衣

バレエ 第1･3(土) 17:00～20:00 松本　優衣

尾道児童文学研究会 第2(土) 13:30～16:30

兼吉 歌謡（兼吉） 第2･4(火) 14:00～16:00 黒田　幸義

江奥 民謡 第1･3(水) 19:00～21:00

有道 歌謡（有道） 第2･4(日) 10:00～12:00 井倉　健一

岩子島 舞踊（岩子島） 第1･3(月) 10:00～12:00 小田切　良子

絵画 火(2･4) 13:00～17:00 城本　満弘

囲碁クラブ 日(1･2･3･4･5)  9:00～17:00

洋菓子 水(2･4)  9:00～15:00 村田　順子

ヨガ（水） 水(1･2･3･4) 10:00～12:00

子育てサロン（すくすく） 金(3) 10:00～12:00

ママサークル（たんぽぽ） 金(1･2･4･5) 10:00～12:00

合唱（美音の会） 土(2･4) 18:30～21:30

油彩画（友愛会） 火(1･3) 13:00～16:30 　高田三徳

書道 第1･3(水) 10:00～12:00 則清理江

パソコン 第2･4(土) 13:30～15:30 岡本和美

絵手紙 第1(水) 13:00～16:00 谷尻愛子

押絵 第1(月) 13:30～16:00 佐伯昭代

歌謡（カラオケ同好会） 第2(水) 13:30～16:00 谷中千枝子

健康体操 毎週(金) 13:30～15:30 上田君子

詩吟 第2･4(木) 14:00～16:00 田辺重登

書道 第2･4(金)  9:30～11:30 幣原敦男

転倒予防教室 第4(水) 13:30～15:00 笹島三寿穂

パソコン教室 第1･3(水) 10:00～12:00 岡本和美

パソコン教室（初級） 第2･4(水)  9:00～11:00 岡本和美

洋裁(リメイク） 第1(金) 10:00～16:30 森長三枝子

生花 第1･3(土) 14:00～17:00 今川満甫

絵手紙 第2･4(木) 14:00～16:00 西奥慎二郎

絵本のよみかたり 第2(水) 10:00～12:00

オカリナ 第1･3(水) 19:00～20:00 石川一恵

傘踊り 毎週(木) 13:30～16:00 安川恭子

歌謡 第1･3(火) 13:00～15:00

空手 毎週(水) 19:00～21:00 田上　崇

三弦 第3･4(土) 10:30～12:00 本條輝尚

シルバーリハビリ体操 第1～4(火)  9:00～11:30

詩吟 第1～3(水) 13:00～15:00 高上安史

菅野

上川辺

愛ランド

川尻

向島

市



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

第1･3(火) 16:00～19:00

第2･4(火) 18:30～20:30

自力整体操 毎週(木) 14:00～16:00 笹嶋三寿穂

太極拳 第1･3(木) 10:00～12:00 齋藤興告

短歌 最終(土) 13:00～16:00 鳥山順子

ダンス(ﾘﾄﾙｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ･ﾎﾟﾋﾟｰ) 毎週(金) 17:00～17:30 笹嶋三寿穂

ダンス(ｻﾝｻﾝ倶楽部) 第4(火) 19:00～21:30

ダンス（創作ﾀﾞﾝｽ ｽｲﾄﾋﾟｰ) 毎週(月) 18:30～21:30

チギリ絵同好会 第1(月)  9:00～12:00

パソコン（いちご同好会） 毎週(木) 10:00～12:00 岡本和美

パソコン（初心者） 毎週(金)  9:00～11:00 岡本和美

日本舞踊 第1･3(火) 15:30～17:00

舞踊（撫子会） 毎週(金) 19:00～21:00 坪井瑞穂

舞踊（寿梅会） 第5(金) 10:00～11:00 坂井美佐枝

フラダンス 第2･4(水) 13:30～15:00 水馬康江

民謡（紅すずめ） 第2･4(月) 14:00～16:00 三浦勝二

民謡（さざなみ会） 第3･4(土)  9:00～10:30 本條輝尚

洋画 第3(日) 13:00～16:00

創作洋裁 第1(金) 10:00～12:00

歌謡（清和会） 第1･3(木) 13:00～15:00

歌謡（喜楽会） 第1･3(金) 19:30～21:30 中西眞隆

歌謡（すずめのお宿） 第1･3(水) 13:00～15:00

楽器練習 第3(金) 19:00～21:00

コーラス 第1･3(土) 13:30～16:00 近藤啓子

詩吟 第1･3(金) 19:00～22:00

書道 第2･4(水)  9:00～11:30 幣原敦男

銭太鼓 第2･4(木)  9:30～11:30 平田シゲ子

太極拳 毎週(月) 10:00～12:00 田邉ふじ子

竹細工 第2･4(金)  9:00～12:00 西　良介

キッズダンス 毎週(水) 17:00～17:30 笹嶋三寿穂

社交ダンス 第4(火) 20:00～22:00 武田　裕

ハンドベル 第1･3(土)  9:30～11:30 八津川惠理子

和太鼓（備後かわち太鼓） 毎週(水) 20:00～22:00 芦田　康

和太鼓（備後かわち太鼓童心） 毎週(水) 18:30～19:00 山田篤郎(ｱﾂｵ)

歌謡 第1･3(木) 13:00～15:00 藤木弘子

コーラス（コールカナリヤ） 第1･3(木)  9:00～11:00 近藤啓子･後藤尚子

コーラス（ポピンズ） 第1･3(木) 19:30～21:30 近藤啓子･新谷忍

パソコン（朝） 毎週(月)  9:00～11:00 岡本和美

パソコン（昼） 毎週(月) 14:00～16:00 宮迫克大

フラダンス 第2･4(火) 11:00～12:00 水馬康江

折り紙 第4(火） 13:30～15:30 松浦直子

歌謡 第2･4(水) 19:00～21:00

健康体操 第2･4(木) 14:00～16:00 下村弘恵

夏 20:00～22:00

冬 19:30～21:30

大正琴（たんぽぽ） 第2･4(火)  9:00～11:30 廣川美恵子

大正琴（あやめ） 第2･4(土)  9:00～10:30 加下久水子

パソコン 毎週(木) 14:00～16:00 岡本和美

郷土料理研究会 第2(月)  9:30～14:00

編物 第2･4(火)  9:00～12:00 川口春枝

絵てがみ 第1･3(木) 13:30～15:30 西奥慎二郎

オカリナ 第2･4(土) 10:00～11:00 幣原敦男

音楽（ハンドベル他） 第4(土) 10:00～12:00 八津川恵理子

３Ｂ体操 第1･3(木) 14:00～15:00 中畠和子

太極拳 第2･4(水) 13:30～15:30 田邉ふじ子

大正琴 第1･3(水)  9:30～11:00 加下久水子

南京玉すだれ 第2(木) 19:30～21:30 迫田素史

パソコン 毎週(土） 13:30～15:30 堀　重季

フラ 毎週(土） 20:00～21:00 水馬康江

ミュージックベル 第1(土) 19:30～21:30 豊田辰彦

囲碁(初心者） 第2･4･5(月) 13:30～16:30 池本豪之

生花 第2･4(月) 13:00～14:30 児玉　光

歌謡 第1･3(火) 13:00～16:00 谷口トシ子

かるた 毎週(土)  9:30～12:30

空手 第1～4(水) 18:30～20:00

韓国語 第1～4(火) 19:30～21:00 渡辺玉仙

健康体操 毎週(火) 10:00～12:00 森 香寿美

健康体操（健康サロン） 第2･4(火) 13:00～15:00

健康マージャン（同好会） 毎週(木) 12:00～16:10

健康マージャン（土生ﾌﾚｯｼｭ) 毎週(木) 13:00～16:00

子ども英会話 毎週(水) 17:00～18:30 井川真希

コーラス（メロディーハウス） 毎週(月) 19:30～21:30

コーラス（コールいんのしま） 毎週(火) 19:15～21:00 渡辺郁子

コーラス（ひまわり） 第2･4(木) 13:00～14:30 村上恵子

３Ｂ体操 第1～4(土) 13:30～15:00 森 香寿美

詩吟 第2･4(月) 13:30～16:00 宮地富江

社交ダンス 第2･4(土) 19:30～21:30 岩本康之

写真 第1(木) 13:30～15:30 村上　久

書道（和アート書道）

河内

今津野

綾目

大和

矢野恵里

詩吟 第3(金)

市

土生



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

習字 第1～3(金) 13:00～15:30

手話 毎週(月) 19:00～21:00

水彩画 毎週(火) 13:00～16:00 大橋　博

スポーツ吹矢 第2･4(木) 10:00～12:00

川柳 第4(金) 13:30～16:30

大正琴（すずらん） 第2･4(火) 13:30～15:00 原山典子

10:30～13:30

13:00～14:30

卓球 毎週(月･水･金) 12:30～16:30 岡野義正

脳刺激健康 第1(木) 10:00～12:00

ヨガ 第1･3(木) 19:30～21:30 嶋田萌菜

ラージボール 毎週(月･水･金)  9:00～12:00

ラージボール（同好会） 毎週(木） 18:30～21:00

料理 第3(水)  9:00～13:00 新開日出男

生花 第2･4(水) 13:30～15:00 村上紀美

囲碁（棋友会） 第1～4(水･金) 13:30～16:30

囲碁（しまなみ） 毎週(土)  9:30～11:00 森　和市

絵手紙 毎週(木) 13:00～16:00

オカリナ 第1～3(木) 15:00～17:00

エコクラフト 第1･3(金) 13:30～16:30 小川泰子

絵画 第1～4(火) 13:00～16:00 石森啓司

歌謡 毎週(日) 13:00～16:00

きりえ 第1(月) 13:30～15:30 坂元千恵子

健康マージャン 毎週(月)(水) 13:00～16:00

女声コーラス（コスモス） 毎週(水) 19:00～21:30 中村映子

コーラス（しまなみＳ．Ｃ） 毎週(月)  9:30～11:30 吉田容子

コーラス（福寿草） 第1～3(木) 13:00～15:00 村上茂子･中村映子

茶道 第2･4(水)  9:00～14:00

サロン 第2(金)  9:30～12:00

３Ｂ体操 毎週(木) 19:00～21:30 宮地敏恵

写真 第2(木) 19:30～21:30 山本健太郎

シルバーリハビリ体操 第3(火)  9:30～11:20 金山喜久子

手芸（針の会） 第1･3(火) 13:00～17:00

手芸 第2･4(木) 13:00～16:00

将棋 毎週(月･木･土) 13:00～17:00

書道 第1～3(水)  9:00～11:30 篠塚裕司

水彩画 第1～4(木) 13:00～16:00

スポーツ吹矢 毎週(月) 19:00～21:30

陶芸 毎週(月･火･水)  9:00～16:00

日本画 第4(火) 13:00～16:00

パソコン 毎週(水) 13:00～16:30

舞踊（椋寿会） 第1～4(月)第1･3(金)  9:00～11:30 半田美智子

10:00～12:00

14:00～16:00

月 9:00～12:00

火19:00～21:30

土13:00～16:00

ラージボール（卓球)(ニコニコ会） 毎週(火･水･金) 13:00～16:00

 月  13:00～16:00

木･金 9:00～12:00

生け花 第2･4(金)  9:30～10:30 児玉　光

囲碁･将棋 毎週(月～土) 13:00～17:00

エコクラフト 第3(月) 13:30～16:30 小川泰子

花道 第2･4(金) 19:00～21:00 児玉　光

歌謡（昼顔） 毎週(水) 13:30～16:30

歌謡（夕顔） 毎週(火) 13:30～16:30

歌謡（なかよし） 毎週(木) 13:00～16:00

空手 毎週(火) 19:00～21:00 越智敏行

けん玉 第3(水) 13:00～15:00

健康体操（ガンバルーン） 第1･3(木) 10:00～12:00 幡地玲子

健康体操(リズムキネシス） 第2･4(月) 10:00～11:30 幡地玲子

健康マージャン 毎週(月・金) 12:30～16:40

健康マージャン（ラッコクラブ） 第1･3(水)  9:00～12:00

コーラス 第3(火) 10:00～11:30 村上茂子･中村映子

茶道 第1～3(月) 13:00～16:00

社交ダンス 第2･3･4(金) 13:00～16:00 岩本康之

三味線 第2･4(水) 13:30～16:30 田名後絹江

手芸（おしゃべり会） 第2･4(火)  9:30～16:00

手芸（手芸同好会） 第1(金)  9:30～16:30

手芸（プーさんの会） 毎週(金) 14:00～16:00

書道 毎週(水) 19:00～21:30 齊藤一男

シルバーリハビリ体操 第3(月)  9:30～11:30

スポーツ吹矢 第1･2･4(月)  9:30～12:00

銭太鼓 第1･3(火) 13:30～16:00 田名後絹江

太極拳 第1･2･3(土) 13:30～15:00 勝浪康次

卓球 毎週(木) 19:30～21:30 柏原淳一

短歌 第2(土) 13:00～16:00

短歌（さざなみ） 第2(水) 13:30～16:30

田熊

ラージボール（卓球)(ラージ会) 毎週(月･木･金)

ヨガ 第2･4(火) 村上真由

ラージボール（卓球)(しまなみ） 毎週(月･火･土)

大正琴（ゆり） 第2･4(水) 原山典子

三庄

土生



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

手描友禅 第1(土) 13:00～16:00 東野久美子

陶芸 第3(木) 13:30～15:30 伊賀　崇･伊賀園子

日本舞踊 第1～4(金) 17:00～21:00 岡野美喜代

俳句 第3(水) 13:00～15:30

フラダンス 第1～3(火) 13:00～15:00 若竹信代

蕎麦打ち 第4(木)  9:30～11:30

ヨガ（いこい） 毎週(月) 13:00～16:00

ヨガ（ヨーガ） 毎週(月)  9:00～12:00

ヨガ（カトレア） 毎週(水) 19:00～21:30

ヨガ（ヨガ同好会） 第1～4(木) 19:00～20:30

ラージボール（卓球)(シニア） 毎週(金)  9:30～11:30

毎週(月)(水)(金) 19:30～21:30

毎週(木)(土) 13:30～16:30

ラージボール（卓球)(楽遊会） 毎週(月) 13:00～16:30

因島の歴史と文化を学ぶ 第2(火) 10:00～12:00

料理（男性料理） 第3(水)  9:30～13:00 井上哲也

生花 第2･4(火)  9:30～11:30 嶋田ゆみ

囲碁 第2(水)  8:30～15:00

エアロビクス 第1･3(木) 10:00～11:30 田中悦子

エコクラフト 第1･3･4(水)  9:00～12:30 村上貴子

絵手紙 第3(水) 13:00～15:30

楽器練習
第1･2･4(土)

7･8月第2･3･4(土)
19:00～22:00

歌謡（文月班） 毎週(水) 12:30～15:00

歌謡（美空班） 毎週(木) 12:30～16:00

かるた（百人一首） 毎週(水) 19:00～20:30 柏原真知子

空手 毎週(火) 20:30～22:00 大手　勇

ギターアンサンブル 毎週(土) 19:00～21:30

美術（おもしろ美術部） 第3(木) 10:00～15:00

健康マージャン 毎週(土) 13:00～16:00

コーラス 第2･4(月) 20:00～21:30 吉田容子

第1～4(火) 16:30～19：00

第1～4(木) 16:00～18：45

子ども空手（スポーツ少年団） 毎週(火) 18:30～20:30 大出　勇

毎週(土･日) 17:00～19:00

毎週(日) 9:00～11:00

子ども茶道 第1･2(水) 16:30～17:30 松浦由紀

３Ｂ体操 毎週(水) 10:00～11:30 岡野　恭子

詩吟 第2･4(火) 13:30～15:30 柏原太久男

社交ダンス（水曜） 毎週(水) 19:30～21:00

社交ダンス（土曜） 第3(土)7･8月第1 19:30～21:30

写真 第1(木) 19:30～21:30 磯田康之

手芸（笑和会） 第4(水) 13:00～16:00 宮地豊子

シルバーリハビリ体操 第1･3(金)  9:30～12:00

水彩画 第1･2(金)第3･4(水) 13:00～15:30 　舟橋康夫

ストレッチ体操 第1･3(月) 13:30～15:00 幡地玲子

スポーツ吹矢 第2･4(金) 19:30～21:00 田頭八十八

銭太鼓 毎週(金) 19:30～21:00 田名後絹江

大正琴 第2･4(金) 10:00～12:00 原山典子

リズムダンス 毎週(月)  9:30～12:00 土井みゆき

パン作り(夢の樹） 第3(水) 10:00～15:00

第2(水)  9:00～12:30

第3(月) 13:00～17:00

ハーモニカ 第2･4(火) 19:00～20:30 斉田久美

フラワーアレンジメント 第4(土)  9:30～12:00 宮脇香代

プリザーブドフラワー 第2(火) 10:00～12:00 福場　香

謡曲･仕舞 毎週(火） 19:30～22:00 小林輝人

ヨガ 第2･4(月) 19:45～21:30 嶋田萌菜

ラージボール（卓球）（因島LB） 毎週(日) 13:00～16:00

ラージボール（卓球）（楽友会） 毎週(火･金) 13:00～16:00

ラージボール（卓球) （中庄）
第1･3･5(金)
毎週(土･日)

(土)13:00-16:00
(金･日)19:00-21:30

リズム体操 毎週(木） 20:00～21:30 土井みゆき

リメイク教室 第1･3(木)  9:15～16:00 森長三枝子

毎週(月) 19:00～21:00

毎週(土) 14:30～17:30

生花 第2･4(水) 13:30～16:00

囲碁 毎週(水)  9:00～11:30 栗栖哲彦

うたごえ 第3(土) 19:00～21:00 吉田貴志

絵手紙 第2(金) 13:30～15:30

歌謡） 第1～4(火) 13:30～15:30

着付 第3(金) 19:30～22:00 平岡圭子

健康麻雀 毎週(月･水） 13:00～16:00

剣道 毎週(水) 19:00～20:30 岡野深雪

コーラス 第1･3(月) 10:00～11:30 村上清美

写真 第2(水) 19:30～21:00 村上哲朗･大出明義

シルバーリハビリ体操 第2･4(火) 13:30～14:30 小森健治

手芸（コットンコピンヌ） 毎週(火) 20:00～22:00

中庄

田熊

重井

ラージボール（卓球)(田熊ラージ）

合気道 小丸直子

パン作り(ママパン） 村上貴子

子ども英会話 石田えりこ･酒井杏奈

子ども剣道（スポーツ少年団） 村田一義



公民館 自主講座 開催日 時間 講師

手芸（ゆりりん） 月2回(水) 20:00～22:00

太極拳 第1～4(金) 13:30～15:00 出原良子

卓球 毎週(木) 19:30～22:00 村上 真

短歌 第3(木) 13:30～16:00

ピラティス 第2(水) 19:30～21:00 谷川ゆか

フラダンス 第2･4(木) 19:00～22:00 小川千代

ラージボール（コスモスクラブ） 毎週(金) 19:30～21:30

ラージボール(セブンティボーイズ) 毎週(月) 13:00～15:30

リズムダンス 毎週(木) 13:30～15:00 土井みゆき

ヨガ 第2･4(金) 18:30～20:00 府藤朱美

和太鼓 毎週(火) 19:00～20:00 村上朱里

いきいき楽習（高齢者） 第3(火) 13:00～15:00

生花 第1･3(木)  9:00～12:00 麓　厚子

歌謡 毎週(金） 19:00～21:00

カローリング 毎週(火） 19:30～21:00 坂田昇三

健康麻雀 毎週(月） 13:30～16:00

手芸・料理（おしゃべり会） 第2･4(水) 13:30～15:30 河野美代

シルバーリハビリ体操 第2(木) 13:00～16:00

ストレッチ 毎週(月) 20:00～21:00 幡地玲子

スポーツ 毎週(土) 19:00～21:00

川柳 第1(火) 13:00～15:30 石田正気

卓球 毎週(水) 20:00～21:30

バドミントン（大浜） 毎週(金) 19:30～21:30

バドミントン（同好会） 毎週(日) 19:30～21:30

ハーブ 第3(水)  9:30～12:30 岡野八千穂･池田景子

フィットネスサークル 毎週(火) 20:00～21:30 幡地玲子

ラージボール（卓球） 毎週(木) 19:00～21:30

生花 第2･4(水)  9:00～11:00 奥本真智子

囲碁 5･15･25日 13:00～17:00

エコクラフト 第2･4(木) 13:30～15:30 吉田美津江

絵手紙 第2･4(月) 13:30～15:30 石崎敏子

オカリナ 第2･4(火) 13:30～15:30 松浦益美

かな書道 第2･4(土) 13:30～15:00 船倉志江

カローリング 第1･3(月)  9:30～11:00

子ども茶道 毎週(土) 13:30～15:30 三木啓子

茶道（火曜） 第1･3(火)  9:30～11:00 中原悦子

茶道（水曜） 第1･3(水）  9:00～12:00 中原悦子

詩吟（午後） 第1･3(金) 13:30～15:30 平田泰子

詩吟（夜） 毎週(火) 19:30～21:30 平田泰子

手芸 月2回(日)  9:30～15:30

シルバーリハビリ体操 第1･3(水) 13:30～14:30

木版画 第3(火) 13:30～15:30 宮地壽美子

手描友禅染 第2･4(水) 13:30～15:30 浜本真弓

ヨガ(火曜） 毎週(火) 19:30～21:00 田中友紀

ヨガ(木曜） 第1･3(木) 13:30～15:00 田中友紀

ラージボール（卓球） 毎週(月) 13:00～16:00

生花 第1(木)  8:50～12:00

おはなしひろば（ポレポレ） 第1(水）  9:00～12:00

絵手紙 第2･4(水) 13:00～16:00 円福寺 都

絵画 第2･4(金) 13:00～15:00 出本良広

合唱（コールベルカント） 第1～4(水) 19:30～21:30 岡田智子

弦楽器（風奏詩） 第3(木) 19:00～21:00

子どもダンス（火曜） 第1～4(火) 17:00～20:45 近藤千代伸

子どもダンス（土曜） 毎週(土) 16:00～20:30 岡武隼理

詩吟 第1･3(火) 19:00～21:00 向山達夫

尺八 毎週(土) 10:00～12:00 竹本政憲

将棋 第3(日)  9:00～17:00

書道 第2･4(火) 13:30～17:00 金本真弓

水墨画 第2･4(火) 10:00～15:00 伊達紀雪

太極拳 毎週(金) 19:30～21:00 向山重子

大正琴 第1･3(水) 13:00～16:00 原山典子

短歌 第2(土) 13:00～16:00

和紙ちぎり絵 第2(木) 13:00～16:30 小松公子

吊り飾り 第2(木) 13:30～16:00 寺尾シゲ子

南京玉すだれ 第1･3(水) 13:30～15:00

布絵本 第1(水) 13:30～16:00

俳句 第2(火)4(土） 13:30～15:30

ハーモニカ 第1･3(火) 19:00～21:00 斉田久美

ハーモニカ（アンサンブル） 第2･4(金) 19:00～21:00 斉田久美

パソコン 第1･2･3(木) 19:00～21:00 友宗喜代美･友宗俊介

ピアノ練習 毎週(水) 14:30～19:00 随行美幸(ｽﾞｲｷﾞｮｳ)

フラダンス 第1～3(金) 10:30～12:00 若竹信代

木工(木曜） 第1･3(木) 13:00～16:00

木工(火曜） 毎週(火)  9:00～16:00

ヨガ 毎週(木) 10:00～12:00 田中友紀

ヨガ中級 毎週(火) 13:30～15:00 田中友紀

瀬戸田

大浜

東生口

重井


