
５．自主講座・サークル(令和４年度）　　　
（公民館サークルと公民館を活動拠点とするサークル）

２０２２年４月７日現在

分
類 講　座　名 場　　　所 活　動　日 活動時間 代表者又は指導者

1 俳　句（海峡俳句会） 休養1 暫く個人宅で活動（第1火曜日） 13:00～16:00 板倉　弘明

毎週月曜日 9:00～16:30

毎週火曜日 13:30～16:30

教 3 手芸（ねこのしっぽ） 視聴覚室 第２，４水曜日 13:30～16:00 角　　方子

4 洋裁 学習室１、２ 第1水・2.3.4.5木曜日 13:00～16:00 森脇まゆみ

養 5 さき織り 学習室１、２ 第３水曜日 13:30～16:00 荒木　和子

6 絵　画 学習室１、２ 第２，４月曜日 13:30～17:00

文 7 絵手紙 学習室３ 第２，４木曜日 13:30～15:30 中井タキ子

8 生　花 学習室１、２ 休止中 14:00～16:00

化 9 こども生花 学習室１、２ 不定土曜日 10:00～12:00 角　　有子

10 フラワー　アレンジメント 談話室 第２,４水曜日 19:30～21:00 高梨　洋子

11 陶芸 窯場 　第３、４土曜日窯詰　第３、４日曜日焼成　　 岩永　秀美

12 メダカ教室 談話室 不定日曜日 10:00～11:00 佐々木　圭

13 韓国語 学習３ 休止中 19:30～22:00 遠藤　由美

14 笑待夢 学習室１，２ 第３木曜日 9:30～11:00 浜田　脩吾

15 ピアノ 西灘会館 第１，３木曜日 9:30～12:00 石原　陽子

16 写真 談話室 コロナ休止中 13:30～15:00 石田　幸治

17 茶道サークル 休養１ 第4水曜日 ⒔:00～16:00 木下　恭子

18 詩吟 学習１，２，３ 第１，２，３木曜日 10:00～12:00 平野　明子

ふれあい集会室 第１火曜日

休養1 ２，３，４，５火曜日

20 大正琴（コルダ） 学習１，２ 休止中 柏木　幸恵

歌 21 KOTOキッズ 休養室１ 不定期 16:00～17：00 足立由美子

舞 22 安来節 休養室１ 毎週月曜日 9:30～12:00 三村　才子

23 民謡踊り 集会室 毎週金曜日 13:30～16:00 竹内　愛美

24 ハワイアン・フラ 集会室 第２，４火曜日 13:00～15:00 松本　節子

毎週火曜日 19:00～21:00

コロナ休止中（毎週木曜日） 19:30～21:00

26 卓球１（しらたま会） 集会室 毎週月、水、金曜日 9:00～11:00 入江都百子

毎週火、木、土曜日 13:30～17:00

但し第２，４火曜日 15:00～17:00

毎週月曜日 15:00～16:30 福富　孝子

毎週水曜日  　 13:30～16:00

30 卓球４（夜） 小学校体育館 毎週（金、日曜日） 20:00～22:00 森脇　寿広

31 子ども卓球教室 集会室 (指導者待ち）毎週土曜日 10:00～12:00

体 32 健康体操 集会室 毎週月曜日 13:30～15:00 松本　里江

育 33 太極拳 集会室 毎週火曜日 10:00～12:00 岩佐美智代

・ 34 太極拳 西灘 毎週金曜日 13:30～15:00 小瀧　和子

健 35 チェアエクササイズ 集会室 毎週木曜日 10:00～11:30 岩本　壽子

康 36 すっきり体操 集会室 毎週月曜日 20:00～22:00 出木真理子

37 3B体操教室 ふれあい集会室 第1、第3土曜日 10:00～11:00 森川　泰子

38 バドミントン 小学校体育館 毎週（火・木曜日  ） 20:00～22:00 門脇　陽子

39 すみれ会 視聴覚室 毎週木曜日 13:00～17:00 柏木まゆみ

40 まあいいじゃん 学３ 毎週金曜日 13:00～17:00 三浦　咲子

41 グラウンドゴルフ 西灘広場 毎週月～土曜日 夏９～１２・冬１３～１５ 杠　　敏夫

42 健康マージャン 学習室３ 毎週水曜日 13:00～17:00 南家　節郎

43 吹矢 集会室 毎週日曜日 13:30～15:30 岩永　秀美

44 えがおの会 ふれあい会館 第2・４水曜日 9:30～11:30 入江都百子

45 五期会 休養室１ 毎月第１土曜日 13:00～16:00 浜田多喜也

46 食生活改改善委員会 調理室 不定期 ～ 福島　正子

集会室

25 社交ダンス（カトレア） 集会室

その他

2 手芸（針の会） 視聴覚室 佐藤　初子

19 日本舞踊（やよい会）
14:00～16:00

奥谷　澄子

浜田百合子

27 卓球２（ピンコロ） 集会室 石田　幸治

28 卓球３（楽笑）

６頁


