
※本紙で紹介する公民館教室・クラブ、ことぶき大学、ひょうしぎ学級、ニューエルダー塾について、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。また、活動の様子を、写真や映像で広報紙、CATV等に掲載・放送することがあります。

申込方法

・持参・郵送：次頁の申込書にご記入のうえ南部町公民館（天萬庁舎内）又はさいはく分館に

提出してください。（6月以降は南部町公民館（天萬庁舎内）でのみ受付）

・メール送信：申込書の内容をメールにご記入のうえ下記のメールアドレスに送信してください。

南部町公民館 〒683-0201 南部町天萬558（天萬庁舎内）

TEL：0859-64-3782 FAX：0859-64-2183 E-mail：kyouiku@town.nanbu.tottori.jp

問合せ先

★公民館教室・クラブの開設も受け付けています！お気軽にご相談下さい。



※締め切り後も随時受け付けていますので、お問い合わせください。

尺八クラブ
第1・3水曜　19:00～21:00 少し難しい楽器ですが、慣れれば鳴るようになりま

南部町公民館（天萬庁舎） す。一緒に楽しくやりましょう。

永江博志/小林太山

公民館教室・各種学級　申込書

希望する学級等
（○をしてください）

公民館教室　・　ことぶき大学

　 ひょうしぎ学級　・　ニューエルダー塾

※公民館教室の場合は教室名を記載してください。

氏名

月額2,000円

弾きましょう。

性別 男　・　女

現地

岡田善治 年額500円 その他随時

英会話クラブ
毎週水曜　14:00～15:00 少人数でネイティブ英会話を学べます。

南部町公民館（天萬庁舎）

語学

南部町公民館（天萬庁舎）

岩本真由美/木口綱子 月額4,000円

筝曲倶楽部
毎週火曜　13:30～17:00 日本の伝統楽器、筝に興味を持ってください。

門原俊子/福田梅岳 月額1,000円

楽器

長尾誉富/鷲見佑寿 月額2,000円 詳細は最後の頁をご覧ください。

コーラス教室”友･YOU･遊”
第2土曜　13:30～16:00

法勝寺児童館

詩吟クラブ
第2・4月曜　13:30～16:00 詩吟はお腹から声を出し健康にとても良いです。詩

南部町公民館（天萬庁舎） の背景の話もあり、皆で楽しく過ごしています。

歌いませんか。

カラオケ倶楽部
第2・4木曜　13:30～16:00 大きな声を出すことで健康増進！

ふるさと交流センター ※ことぶき大学のクラブ活動です。ことぶき大学の

日本の名歌、唱歌、童謡、思い出のうた、学生歌、

フォークソング、演歌等、ピアノに合わせて楽しく

南部町公民館（天萬庁舎）

毎週月曜　20:00～21:30
富有の里コーラス

森田由美子/新居陽子

教室ＰＲ

活動日

場所

会費

クラブ名

代表者/指導者

音楽の表現を大切に、毎年町内外で活動していま

す。私たちと一緒に歌ってみませんか。

コーラス・カラオケ・詩吟

平成３１年度募集教室・クラブ一覧

月額2,000円

電話番号

保護者氏名（中学生以下） ㊞　　

原 眞理子/上野好美 右欄に記載 　　　月4回受講の場合5,000円

学習

考古クラブ
開催随時 町内外の歴史を探求・探訪していきます。

住所 南部町　　　　　　　　　　　　　　　番地

岩田吉史/フランク・バートン 月額4,000円

※中学生以下の方は保護者の方の承認をお願いします。（メール申込み不可）　申込〆切　3月29日（金）

吉村直子/佐藤眞弓 年額4,000円

童謡から歌謡曲まで幅広く楽しく歌っています。女

性ばかりのコーラスグループです。あなたも一緒に

童唱会
第1・3水曜　13:30～15:00

プラザ西伯

潮 美津枝/小藤律子 毎月1,000円程度 歌っています。※老人クラブ会員のみ

髙橋恵美子/絹川 薫 月額3,800円 他に年会費2,700円

ピアノ教室
毎週水曜　9:00～11:30 好きな曲を弾いて楽しみましょう。

法勝寺児童館 会費：月2回受講の場合3,000円

大正琴クラブ
第1・3土曜　13:00～14:30 初心者の方には特別に指導します。みんなで楽しく

南部町公民館（天萬庁舎）

キリトリセン



渡辺公大/小林 宏 月額1,000円 応答形式です。見学も自由で歓迎します。

西伯囲碁クラブ
随時 初級者から高段位者まで参加できます。会員外でも
しあわせ 大会に参加できます。（参加5日前までに要連絡）

囲碁

会見囲碁クラブ
第1・3土曜　13:00～17:00 集中力の強化、頭の体操、楽しいひととき。

交流会館

秦 寿昭 年額1,000円、大会時2,000円 （大会予定）4/21、7/7、9/29、11/10

パソコン

ぱそこん倶楽部
第1・3土曜　10:00～12:00 ノートパソコン、スマホ等の愛用の端末を持ち込み

坂田憲昭 月額1,000円

南部町公民館（天萬庁舎） 自分なりのペースで楽しみを見つけましょう。質疑

藤屋写真店

景山律子/進藤ふじ子 なし

実用書道教室
第2・4土曜　10:00～12:00 子どもから大人まで、毛筆で生涯学習。
大国田園スクエア

生田和恵/遠藤 真 月額1,500円

写真

永見邦子/福本馨泉 月額3,000円 ※入会時に入会金と手本代が別途必要です。

あいみ写真倶楽部
開催随時　15:00～17:00 写真のある暮らしを一緒に楽しんでみませんか。

南部町公民館（天萬庁舎） も取り組んでいます。

山中京子/若柳廣の助 月額3,500円

ローズマリー（社交ダンス）
第2・4火曜　19:30～21:00 楽しく踊りましょう。初心者歓迎。健康にも良いで
南部町公民館（天萬庁舎） す。

フラダンス教室
毎週月曜　10:00～11:30 気持ちを若く楽しく踊りましょう。
右欄に記載 （第1月曜）　  　南部町公民館（天萬庁舎）

市川好美/森 礼子 月額1,500円 （第2～5月曜）　プラザ西伯

藤友規久子/青戸菜穂子 月額3,000円 う。

ヨーガ療法（火曜）

プラザ西伯 さい。お待ちしています。

原 美智子/青山典代 年額2,000円 ※老人クラブ会員のみ

第1・3月曜　13:30～15:30 いつも楽しく踊っています。いつでもお出かけくだ

南部町公民館、えんがーの富有 （5月～10月）19:00～20:15

指導者：北川晶子 月額3,000円 （11月～4月）18:45～20:00

ヨーガ療法（金曜）
第1・3金曜　9:30～11:00

きます。自律神経を整え、免疫力もアップしましょ

ヨーガ・健康体操・太極拳
月4回火曜　時間は右欄 誰にでもできるやさしいヨーガ教室です。

西伯写光会
第1日曜　19:30～21:00 渓流、新緑、紅葉等自然に溶け込み写真を楽しんで
東西町コミュニティー いる仲間です。

渡辺祥二/門脇正八 年額6,000円

三嶋国夫/渡辺恵子 1回につき1,000円

習字・書道

習字教室
月3回木曜　17:00～19:00 毛筆と硬筆を学びます。夏休み・冬休みの書道課題

吉持 誠 月額1,000円

若柳流日舞クラブ
第1・2・3火曜 20:00～22:00 音に合わせて着物姿で若々しく楽しく舞っていま
改善センター す。

民謡教室
毎週木曜　19:30～21:30 安来節の唄や各地方の民謡踊りを楽しみに集まって
西伯文化会館 います。

踊り・社交ダンス・フラダンス

老人クラブおどりの会

太極拳クラブ
毎週木曜　10:00～12:00 ゆるやかな動作で関節の動き、筋力をつけ体幹バラ
プラザ西伯 ンスが保てるよう楽しく運動しましょう。

遠藤和子/中山和子 月額1,000円

はつらつ3B体操
第2・4金曜　13:30～15:00 音楽に合わせて、道具を使った運動で楽しく体を動
プラザ西伯 かしてみませんか。笑顔がでますよ。

内田保江/若杉正子 月額1,400円

治療中の疾患や症状をお持ちの方でも安全に実習で
大国田園スクエア



手工芸

トールペインティング教室
第3月曜　10:00～15:00 特に花の絵を描いています。ぜひご一緒しません

南部町公民館（天萬庁舎） か。

仲田和子/飯塚眞智子 月額2,000円

折り紙
第3金曜　9:30～12:00 和紙で花や小物を作ります。指先を使って一緒に楽
南部町公民館（天萬庁舎） しみましょう。

岡田熙子/坂田登女子 1回につき1,000円

おり紙教室
第1・3土曜　10:00～12:00 折り紙が作り出す不思議な世界を体験してみません
法勝寺児童館 か。

榎原富子 1回につき500円

パッチワーク教室
第2・4水曜　9:30～11:30 手しごとが好きな方、一緒に素敵な作品を作ってみ
プラザ西伯 ませんか。

秦 小夜子/内藤和美 1回につき1,300円

編物クラブ
第2・4木曜　13:30～16:00 一針一針楽しく、自分だけの作品を編んでみません
宮前1区コミュニティー か。

永栄伊津江/長尾寿子 月額2,000円

俳句

あいみ句会
第3月曜　13:00～15:00 俳句はいつからでも始められます。自分史をつづる

宮前1区コミュニティー 気で俳句をどうぞ。

斎鹿悟登/坂口恵子 月額500円

西伯あけび句会
第3土曜　13:00～16:00 四季と心を詠み込む俳句の基本から学びましょう。
しあわせ

高木節子 月額500円

華道・茶道

草月流生花教室
第2・4火曜　17:00～19:00 生花で楽しい心豊かな生活をしませんか。

南部町公民館（天萬庁舎）

岩田博子/岩田寿仙 月額2,500円

生花教室
第2・4水曜　14:00～17:00 花は心を和ませくつろぎを与えます。

講師自宅

原 宗環、長嶋宗茂 年額6,000円（茶菓代） る日本文化を伝えます。（対象者）年長～中学生

吉持登志子/藤嗣佳子 月額2,000円

子ども茶道教室
毎月2回土日　9:00～12:00 お掃除から片付けまで全て子どもたちで行います。

大国田園スクエア 思いやり、季節感、畳文化等、現代に失われつつあ

ことぶき大学 ひょうしぎ学級 ニューエルダー塾

ことぶき大学 ひょうしぎ学級 ニューエルダー塾

団塊世代を中心とした人びとで、

従来の「高齢者」とは異なる新し

い価値観やライフスタイルを持っ

た人を「ニューエルダー」と呼び

活動しています。新たな趣味や仲

間の輪を広げることを目的に、年

間６回程度開催しています。

【対象者】

・南部町在住の概ね５０歳以上の

男性

【開催日】

・平日の午前又は午後２時間程度

【前年度までの学習内容】

・食べ物学習、ワーク・ライフバ

高齢者が主体的に学ぶことで仲

間の輪を広げ、豊富な経験や多彩

な能力を家庭や地域に活かせるよ

うにすることを目的に、年間で概

ね１０回開催しています。

【対象者】

・南部町在住の６０歳以上の男女

で、年間２回以上出席できる方

※昨年に引き続き参加される方は、

運営委員の方に申し込んでくださ

い

【開催日】

・平日の午前又は午後１時間半程

度

【前年度までの学習内容】

・県内の日本遺産、絵てがみ体験、

方言学習、人権映画鑑賞、グラウ

ンドゴルフ、館外学習など

木と木が合わさって大きな音が

響く「ひょうしぎ」のように、女

性同士が協力して地域社会や家庭

生活での課題を学習することを目

的に、年間で概ね１０回開催して

います。

【対象者】

・南部町在住の概ね５０歳以上の

女性で、年間２回以上出席できる

方

※昨年に引き続き参加される方は、

運営委員の方に申し込んでくださ

い

【開催日】

・平日の午後１時間半程度

【前年度までの学習内容】

・特殊詐欺、ふるさと学習、終活、

ハーバリウム体験、自然クラフト、

ニュースポーツ、館外学習など


