
思考力、精神修養に最適。初心者の方
もどうぞ(場所：しあわせ)

生花を気軽に楽しみませんか。（対
象：小中学生）

古来からの草木染の神秘を探ってみま
せんか。

代表者 種　光美 代表者 磯田　順子 代表者 野々村　博子

草木染教室
随時 毎月第２・４土曜日　AM10:00～ 毎月第２木曜日　ＰＭ1:30～

指導者 磯田　優香

囲碁クラブ 花ちゃん教室

指導者

代表者 板　　清子

民謡の歌や踊りを楽しみます。
安来節をはじめ全国の民謡、銭太鼓、
三味線などを練習します。

大正琴に興味のある方、一緒に楽しみ
ませんか。

代表者 吉持　　誠 代表者 長尾　誉富

毎週木曜日　ＰＭ7:30～ 毎月第２・４水曜日　ＰＭ7:30～ 毎月第２・４水曜日　PM1:00～
指導者 本田　　勇 指導者 山崎　寿見

おり紙が作り出す不思議な世界を体験
してみませんか。

中学生以上を対象の日常英会話の教室
です。(初級:PM7:00、中級:PM8:00)

「感謝」「思いやり」「季節感」茶道
から学びませんか（対象：小中学生）

民謡教室 安来節教室 大正琴さわやか

代表者 榎原　富子 代表者 原　はる代 代表者 原　　環

子ども茶道教室（裏千家）
毎月第１・３土曜日　AM10:00～ 毎週木曜日　ＰＭ7:00～ 毎月２回日曜日　PM1:30～

指導者

おり紙教室 英会話教室

ｼﾞｪｼｶ･ﾊﾟｰｶｰ 指導者 原宗環・長嶋宗茂

代表者 都田　沙希

ﾎﾞｰﾙ・ﾍﾞﾙ・ﾍﾞﾙﾀﾞｰという３つの道具
を使い、音楽に合わせ運動します。

女性も男性も仲良く、楽しく、気持ち
よく一緒に！（場所：ゆうらく）

代表者 森吉　三保 代表者 庄本　満枝

からだの鍛錬、精神修養にいかがです
か。

毎月第２・４金曜日　ＰＭ1:30～ 毎週木曜日　ＡＭ9:30～ 毎月第２日曜日　PM1:30～
指導者 若杉　正子 指導者 中山かずこ 指導者 佐藤　真弓

世界に二つとない籐製品で、生活が豊
かに楽しくなります。

あなたの体力、大丈夫ですか？楽しく
動いて若さを保ちましょう。

健康づくりもかねてステップに挑戦し
てみましょう。

はつらつ３Ｂ体操 太極拳クラブ コーラス教室（友･YOU･遊）

代表者 田辺千代美 代表者 佐伯　千恵美 代表者 小谷三樹之助

指導者 定光　真理子

籐細工教室 リズム体操教室

指導者 遠藤　　香澄指導者 中元　芳子

お気軽に参加してください。

【実施会場：さいはく分館】

社交ダンス
毎月第１日曜日　ＰＭ1:00～ 毎週月曜日　ＰＭ8:00～ 毎月第２・４金曜日　AM9:30～

南部町公民館は、あなたの生涯学習を応援します！　何か取り組んでみませんか！

◇　教　養　講　座　◇
みなさんに知っておいていただきたい情報を提供します。

内容や日程は、なんぶＳＡＮチャンネルや防災無線でお知らせします。

◇　専　門　講　座　（教室・クラブ）　◇
公民館では、さまざまな教室やクラブを開設しています。

このページ下段

並びに次ページ

以降の紹介をご

覧ください！

本紙で紹介する公民館教室・クラブ、高齢者学級、女性学級について、申込書に記載される個人情報

は、教室等の運営にかかる事務に使用するほか、指導者、代表者、運営委員、教室生等に公開します。



クラブ活動もあります。
●健康づくり料理教室 ●スポーツクラブ ●社交ダンスクラブ ●カラオケ倶楽部

電話番号

クラブ活動
希望者のみ

氏　　名 南部町　　　　　　　　　　　　　番地

住　　所 南部町　　　　　　　　　番地住　　所

氏　　名

南部町　　　　　　　　　番地

電話番号

教養講座 テレビの見過ぎは痴呆の原因？

ひょうしぎ学級（女性学級）申込書 高齢者教室申込書

９月 館外研修 企業見学 ２月

※　学習内容は変更する場合があります。

７月 健康講座

８月 スポーツ ニュースポーツに挑戦 １月

喫煙の害について 12月

教養講座 ポーセラーツ

伝　　承 ふるさとめぐりパート５

料理教室 家庭でできる料理教室（中華料理）

４月 教養講座 「ふるさとお国自慢！」　（開級式） 10月

人権学習 いのちを考える

６月 館外研修 山陰ジオパーク（浦富海岸） 11月

平成２２年度　ひょうしぎ学級学習計画
開催月 学習課題 学　習　内　容 開催月 学習課題 学　習　内　容

おおむね５０歳以上の女性を対象に、「あいみ分館を主な会場」として、家庭生活、人権の尊重、健康
づくりなど身近な課題について学習します。教養を深めるとともに、仲間も作れる魅力的な場です。な
お、昨年度に引続き参加される方は各運営委員さんに申し込みください。

５月

６月

７月 健康講座

11月

12月

3月

４月

開催月

９月

10月

南　部　町　女　性　学　級

人権学習

開 級 式 総会

学習課題 学習内容（単位課題） 個別学習課題

環境学習

閉 級 式

１月

2月

伝　　　承

趣味体験

健康講座

館外研修

スポーツ

館外研修

グラウンドゴルフ

優秀学級生表彰など

寄植え体験（鳥取花回廊）

テレビの見過ぎは痴呆の原因？

命の大切さを考える

喫煙の害について

リサイクルプラザ見学

ふるさとめぐり

知って得するふるさと自然情報

山陰ｼﾞｵﾊﾟｰｸ(浦富海岸)と青谷上寺地遺跡

つくし、すみれ保育園交流

者 学 級

※学習内容は変更する場合があります。

南部町高齢者学級はこの春からひとつになって学習をはじめます。
～会見学級、鶴寿大学を統合し、新たな学習・交流の場を提供します～

平成２２年度　南部町高齢者学級学習計画

西伯小学校昔遊び交流
ひまわり保育園餅つき

南 部 町 高 齢 紹 介の ご

キリトリセン



毎週月曜日　ＰＭ13:00～
指導者

代表者

長谷川ひかる

堂園　　カツエ

申込〆切　４月１６日（金）

健康、若々しさを保つ秘訣は何です
か。一緒に楽しく踊りましょう。

考古クラブ

指導者 永井　志保

代表者 村田ヨシ子

代表者 奈喜良一乃

加藤　哲英

代表者 井上　光代

【実施会場：あいみ分館】

申込〆切　４月１９日（月）

毎月第１・３月曜日　ＰＭ1:30～

老人ﾎｰﾑにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどに出かけます。
みんなで楽しく踊りませんか？

代表者 前田　君江代表者 溝口人貴光 代表者 坂田　憲昭

随時 毎月第１土曜日　ＰＭ2:00～ 毎週月曜日　ＰＭ8:00～
指導者 樋野　宣敬 指導者 中本賢次郎 指導者 新居　陽子

竹の筒だけの単純な楽器ですが、尐し
難しくおもしろいです。

奥深い「ドロママコ」です。作品は
使ってよし、飾ってよしです。

町内外の歴史を探究・探訪していま
す。

盆栽クラブ 囲碁クラブ 富有の里コーラス

代表者 小林　太治 代表者 門原　正雄 代表者 岡田　善治

指導者 中里　　清 指導者 門原　正雄

尺八クラブ 陶芸クラブ
毎月第２木・金曜日　AM9:00～毎月第１・３水日曜日　ＰＭ8:00～ 随時

初歩からのピアノ教室です。はじめて
の方大歓迎です。

子どものころ、あの歌を！
健康のため、楽しく料理を作りましょ
う。

女性会踊りの会

指導者

代表者

青山　典代

原　美智子

瑞穂流日舞踊

指導者 上野　好美 指導者 青木　幸人

代表者 原　眞理子 代表者 井上嘉寿江

ピアノ教室 童唱会 健康づくり料理教室
毎月第１・３水曜日　ＰＭ1:30～ 毎月第４水曜日　AM9:30～毎週水曜日　AM10:00～

教室生お互いで、ﾊﾟｿｺﾝ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの楽
しみを見つけていきましょう。

リフォームも兼ねて洋裁に取り組みま
しょう。

粘土で花や果物を作ってみませんか。

代表者 渡辺　昭延 代表者 亀尾　勇美

毎月第１・３土曜日　AM10:00～ 毎月第１・３水曜日　ＰＭ1:30～ 毎月第１・３木曜日　AM9:30～
指導者 小林　　宏 指導者 福間　泰子 指導者 角田　敦子

フラダンス教室で健康維持。優雅な踊
りを楽しみませんか。

花は心をなごませ、くつろぎを与えま
す。

水彩から油絵まで絵を描いてみません
か。（初心者歓迎）

ぱそこん倶楽部 洋裁教室 粘土クラフト教室

生花教室

指導者

絵画教室
毎週月曜日　AM10:00～

代表者 今田　文枝 代表者 石田　富子

写真の技術をﾏｽﾀｰしましょう。撮影会
もします。(場所：東西町ｺﾐｭﾆﾃｨｰ)着物の着付を基礎から学びましょう。

指導者 米澤　範子

指導者 森　　礼子

代表者

指導者 藤嗣　桂子

フラダンス教室

指導者 門脇　正八

毎月第１・３水曜日　PM7:30～ 毎月第２・４土曜日　AM10:00～

毎月第２・４水曜日　ＰＭ2:00～ 毎月第２・４月曜日　ＰＭ7:00～

中橋　行雄

代表者 生田佐知子 書に親しみたい方、役立てたい方の受
講をお待ちしています。

四季と心を詠み込む俳句の基本から学
びましょう。

東洋の生んだ素晴らしい芸術、墨絵を
学びましょう。

代表者

実用書道教室

代表者 生田　和恵

写真教室（西伯写光会）

毎月第２・４火曜日　PM1:30～ 指導者 遠藤　真次

指導者 吉持　鶴城

須山　栄子 代表者 景山　睦子

毎月第１水曜日　ＰＭ7:00～
着物着付教室

藤田　淳史代表者

季節の草花や出来事を色紙やはがきに
描いてみませんか。

俳画・はがき絵 あけび句会

中田　七重

墨絵教室
毎月第３火曜日　ＰＭ1:30～ 毎月第１・３土曜日　ＰＭ1:00～ 毎月第１・３木曜日　ＡＭ10:00～
指導者

森　　正宣

代表者 深田　倶久

ランの花の栽培・管理について、みな
さんと一緒に工夫しましょう。

菊づくりを年間を通じて学び、交流し
ましょう。

みんなで集まって川柳を詠んでみませ
んか。

代表者 代表者 牧野　永一景山　律子

毎月第３日曜　ＰＭ1:30～ 年間随時 毎月第３土曜　ＡＭ10:00～
指導者 指導者 牧野　永一 指導者 小西　雄々

愛ラン会 菊づくり同好会 川柳同好会



問合せは南部町公民館（64-3782）までお願い
します。あいみ手間山、法勝寺地区の各振興協
議会では問合せに対応できません。下の申込書
は南部町公民館（天萬庁舎）、あいみ分館、さ
いはく分館のいずれかに届けてください。

代表者 宇田川知佐

日本の楽器を知っていますか。筝、三
弦、尺八。どんな音色？

和紙を使って、飾って楽しめる干支や
季節の花を作っています。

ジルバ・マンボ・ブルース・ワルツ・
タンゴ・ルンバを習います。

氏名 住所 南部町　　　　　　　　　　　　　　　番地

性別 男　・　女 電話番号

代表者 岩本真由美 代表者 岡田　熙子

公民館教室・クラブ申込書

希望する教室・クラブ名
あいみ分館 さいはく分館

指導者 木口　綱子 指導者 山下　靖子 指導者 渡辺　恵子

筝曲クラブ 折り紙教室 ローズマリー（社交ダンス）
毎週木曜日　ＰM1:30～ 毎月第３月曜日　ＰＭ1:30～ 毎月第２・４火曜日　ＰＭ19:30～

代表者 福間　祥二 代表者 生田　孝子

歌の上手、下手は問いません。みんな
で一緒に歌って楽しくやりましょう。

レッスン中、ずっと笑顔で学べる楽し
い教室です。

指導者 ﾌﾗﾝｸ･ﾊﾞｰﾄﾝ

富有カラオケクラブⅡ 英会話クラブ
随時 毎週水曜日　ＰＭ8:00～

代表者 門本　登美江

和気あいあいのうち、アッという間に
時間が過ぎ、毎回とても楽しみです。

写真の上達は望まず、楽しく写すこと
にこだわっています。

仲良くをモットーに元気で楽しく活動
しています。（場所：交流会館）

代表者 門原　成代 代表者 景山　律子

毎月第１・３木曜日　ＰＭ2:00～ 毎月第１月曜日　ＰＭ7:０0～

習字教室

毎週金曜日　ＰＭ2:00～
指導者 仲田　豊蔵 指導者 小林　二朗

指導者 岡田　昌孫

漢詩・和歌・俳句・新体詩のジャンル
について詩の吟じ方を学びます。

自分の編みたい作品をそれぞれ楽しん
で編んで生きます。

音に合わせて、着物姿で若々しく楽し
く舞っていきます。(場所:改善ｾﾝﾀｰ)

文芸クラブ あいみ写真クラブ 富有カラオケクラブⅠ

代表者 岡田　昌孫 代表者 永栄伊津江 代表者 山中　京子

若柳流日舞クラブ
毎月第２・４月曜日　ＰＭ7:30～ 毎月第２・４木曜日　ＰＭ1:30～ 毎月第1,2,3火曜日　ＰＭ8:00～

指導者 長尾　寿子

詩吟クラブ 編物クラブ

指導者 若柳廣之輔

代表者 雑賀美智子

俳句はいつからでも始められます。自
分史をつづる気で俳句をどうぞ。

かれんな野草の育て方を勉強する楽し
いクラブです。

初めての方大歓迎です。一緒に描いて
みませんか。

代表者 岡田　光昭 代表者 梅原　和枝

毎月第３火曜日　ＰＭ1:30～ 随時 毎月第１・３月曜日　PM2:00～
指導者 吉次　尭昭 指導者 長谷川　薫 指導者 安森　俊吉

指導者 飯塚真智子

木製品・布・陶器・ブリキに、絵具を
使って花や動物を描いていきます。

初心者の方は特別に指導しますので、
気軽にお入りください。

楽器に興味のある方、多数の入会をお
待ちしています。

火曜句会 山野草クラブ 水墨画クラブ

代表者 仲田　和子 代表者 山下満里子 代表者 赤井　芳子

大正琴クラブ（夜）
毎月第２月曜日　AM10:00～ 毎月第１・３金曜日　ＰＭ1:00～ 毎月第１・３金曜日　PM７:３0～

指導者 絹川　　薫

ペインティング教室 大正琴クラブ（昼）

指導者 絹川　　薫

年２回の視察研修で親睦を深め、盆
栽・技能向上に努めています。

毎月の囲碁教室にたくさん参加され、
楽しいひと時を過ごしています。

和を大切に、歌うことの楽しみを共有
し合う仲間づくりをめざしています。

毎月第1.2.4木曜日　ＰＭ4:00～
指導者 三輪　ルミ

代表者 遠藤ルリ子

大人から子供まで楽しく習字を習って
みませんか。初心者の方大歓迎です。

キリトリセン

廃止



保護者氏名（中学生以下） ㊞　　

※中学生以下の方は保護者の方の承認をお願いします。
申込〆切　４月16日（金）


