
申込方法

◆持参・郵送：次ページの申込書にご記入のうえ南部町公民館（天萬庁舎教育委員会事務局または

キナルなんぶ）に提出してください。

◆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（南部町教育委員会人権・社会教育課）

◆電話：0859-64-3782 ◆ファックス：0859-64-2183
◆E-mail：kyouiku@town.nanbu.tottori.jp

さいはく分館 〒683-0351 南部町法勝寺341（キナルなんぶ内）

◆電話：0859-46-0870 ◆ファックス：0859-46-0871

申込み・問合せ先

「人生１００年社会」を迎えた今、学び続けること（生涯学習）は皆様の人生をより
充実したものにし、生きる力にも直結します。学びの場は、学校だけではありません。
南部町公民館は、皆様の「学びたい、チャレンジしたい」という思いを叶えられる場
所になりたいと思っています。学び始めに早い遅いはありません。あなたの「学び」
を応援します！



初心者の方も特別に指導します。みんなで楽しく奏
でていきましょう。

大正琴教室
第1・3土曜　11:00～14:30

南部町公民館（天萬庁舎）

場所

代表者/指導者 会費

南部町公民館（天萬庁舎）

永江博志/小林太山 月額2,000円

髙橋恵美子/絹川 薫 月額3,850円 他に年会費2,750円

月額2,000円

楽器

漢詩、和歌、俳句、新体詩など、独特の節をつけて詠いま
す。発生は日本のオペラとも言われるように、腹式呼吸で
健康にもよく、詩の作られた背景は歴史好きにはたまりま
せん。

詩吟教室
第2・4月曜　13:30～15:30

南部町公民館（天萬庁舎）

コーラス・カラオケ・詩吟
第1・3土曜　14:00～16:00

第1土曜　キナルなんぶ

長尾誉富/鷲見佑寿 月額2,000円

吉村直子/佐藤眞弓 半期2,000円

カラオケ倶楽部
第1,2,3木曜　13:30～16:00 大きな声を出すことで健康増進！

※ことぶき大学（高齢者学級）のクラブ活動です。

難しい楽器のイメージがありますが、コツを掴むと
音が鳴り、童謡や民謡が吹ける様になります。興味
のある方は一緒にやりましょう。

尺八クラブ
第1・3水曜　19:00～21:00

天津ふるさと交流センター

門原俊子/福田岳扇

令和4年度募集教室・クラブ一覧　　　　　

クラブ名
活動日

教室からのＰＲメッセージ

潮 美津枝/小藤律子 月額500円

コーラス教室”友･YOU･遊”
第2土曜　13:30～16:00

キナルなんぶ

森田由美子/新居陽子 月額1,000円

童唱会
第1・3水曜　13:30～15:00

キナルなんぶ

歌からたくさんの元気をもらっています。コロナウ
イルスの心配がなくなる日を辛抱強く待ち続けてい
ます。

富有の里コーラス
第3土曜　富有まんてんホール

日本の名歌、唱歌、童謡、思い出の歌、学生歌、フォーク
ソング、演歌等、ピアノに合わせて楽しく歌っています。
あなたも一緒に楽しみませんか！
※老人クラブ会員のみ

須山陽子/フランク・バートン 月額4,000円

岡田善治 年額500円 その他随時

語学

英会話クラブ
毎週水曜　14:00～15:00

南部町公民館（天萬庁舎）

現地

ピアノ教室
法勝寺児童館

原 眞理子/上野好美 会費：月2回受講3,000円

考古クラブ
随時開催 町内外の歴史を探求・探訪していきます。

学習

毎週水曜　9:00～10:30
レベルに合わせた個人レッスンです。無理なく、楽
しくピアノを奏でていきましょう。

※中学生以下の方は保護者の方の承認をお願いします。
※入会は随時受け付けています。見学も可能ですので、お気軽にご相談ください。

先生は優しくて愉快な方です。年配の方、特に歓迎
します。

南部町　　　　　　　　　　　　番地住所

ふりがな

氏名

性別 男　・　女 電話番号

保護者氏名（中学生以下） 　　

公民館教室入会申込書

希望する教室名

その日が来たら、みんなで声を合わせる楽しさをもう一度
味わいませんか。いつからでもどなたでも大歓迎です。

キリトリセン



太極拳クラブ（金曜）

ヨーガ・健康体操・太極拳

ヨーガ療法（火曜）
月4回火曜　19:00～20:00
※冬期変更有

やさしいヨーガです。ポーズの危険性なども熟知
し、腰痛や膝の痛みのある方にも安全に実習できま
す。

なごみヨーガ
第1・3金曜　9:30～11:00

キナルなんぶ

野口雅子/青戸菜穂子 月額3,000円

南部町公民館、えんがーの富有

三鴨桂子/北川晶子 月額3,000円 第1.3火曜「まんてんホール」第2.4火曜「えんがーの富有」

ヨーガ療法（木曜）
第2・4木曜　19:00～20:00

南部町公民館（天萬庁舎）

影山和子/壺井佳代子 月額3,000円

呼吸を大切に動作をしていきます。
スローな動きです。

月額2,500円

毎週金曜　19:00～20:30

年齢に関係なく、続けることができます。キナルなんぶ

真壁容子/桑村恵美子 1回500円

民謡教室
随時
キナルなんぶ・西伯文化会館

踊り・社交ダンス・フラダンス

老人クラブおどりの会
月1回　月曜　13:30～15:00

キナルなんぶ
いつも楽しく踊っています。
一度見に来てください。

新村 節子/青山典代 年額2,000円 ※老人クラブ会員のみ

南部町公民館（天萬庁舎）

永見邦子/福本馨泉 月額3,000円 ※入会時に入会金と年間費が別途必要です。

市川好美/谷川啓子 月額2,000円　登録費2,750円　

習字・書道

習字教室
月3回木曜　17:00～18:30 美しく正しい文字を身につける向上心、集中力のアップと人か

ら褒められることで自信を身につけることができます。大人
は、墨の香りで癒しと自分の時間をを持つことができます。

楽しく踊りましょう。
初心者の方歓迎いたします。
第1・3月曜日は、先生が来られます。

フラダンス教室（月曜）
毎週月曜　10:00～11:30

キナルなんぶ

交流会館

坂田憲昭 月額1,000円

会見囲碁クラブ
第1・3土曜　13:00～17:00

秦 寿昭

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。
しあわせ

囲碁を通して豊かな人間性を養います。

ゆるやかな動作で関節の動き、筋力をつけ、体幹の
バランスが保てるよう楽しく運動しましょう。

今年度は、安来節の唄を中心に学習していきます。

自律神経を整え、体の不調を改善するヨーガ療法
は、医療の場でも活用されています。ポーズにこだ
わらず、やさしいヨーガです。

西伯写光会
第1日曜　19:30～21:00

キナルなんぶ

吉持 誠

基礎から実用までゆっくり学びましょう。

渡辺祥二/門脇正八･長尾 篤 年額6,000円

囲碁

太極拳クラブ（木曜）
毎週木曜　10:00～12:00

自然界を楽しむ会員9人で、屋外に出るチャンス作
りとして、中国・近畿地方を中心に、渓流・新緑・
雪景色等山河の四季の撮影を通し、撮影技術向上に
向け、切磋琢磨している仲間です。

フラダンス教室（火曜）
第2・4火曜　19:00～21:00

キナルなんぶ

小池千恵子/谷川啓子 月額2,000円　登録費2,750円　

東西町コミュニティーセンター

写真

実用書道教室
第2・4土曜　10:00～12:00

キナルなんぶ

生田和恵/遠藤 真 月額1,500円

1回500円

遠藤和子/桑村恵美子・中山和子



パッチワーク教室
第2・4水曜　9:30～12:00

キナルなんぶ

キナルなんぶ

景山律子/小林 宏 月額1,000円

手工芸

トールペインティング教室
第3月曜　10:00～15:00

南部町公民館（天萬庁舎）
木製品、布、陶器、ブリキに花や動物を描いていま
す。一緒にやってみませんか。

ノートパソコン・スマホ等、愛用の端末を持ち込み
自分なりのペースで楽しみを見つけましょう。質疑
応答形式です。見学も自由で歓迎します。

ぱそこん倶楽部
第1・3土曜　10:00～12:00

仲田和子/飯塚眞智子 月額2,000円

パソコン

西伯あけび句会
第3土曜　13:00～15:00

キナルなんぶ

俳句

あいみ句会
第3月曜　13:00～15:30

いこい荘

斉鹿護稲/坂口恵子 月額300円

会員同士協力し合いながら、毎月1回楽しく俳句会
を行っています。ご参加をお待ちしています。体験
参加も大歓迎です。

布が好きで、針仕事で素敵な作品を作ってみません
か。

秦小夜子/内藤和美 1回につき1,300円

南部町公民館（天萬庁舎）

岩田博子/岩田寿仙 月額2,500円

高木節子/斉鹿護稲 月額500円

華道・茶道

草月流生花教室
第2・4火曜　17:00～19:00 日々の暮らしに生花を。

四季と心を詠み込む俳句の基本から学びましょう。

日本文化を通して、あいさつ、姿勢、思いやり、そ
して季節感を子どもたちに伝えていきたいと思いま
す。　（対象者）年長～中学生

キナルなんぶ

月額2,000円

子ども茶道教室
第1・3日曜　9:00～11:30

第2・4水曜　14:00～17:00

原 宗環、長嶋宗茂 年額6,000円（茶菓代）

第1・3土曜　10:00～12:00

キナルなんぶ

榎原富子 1回につき500円

生花教室
花は心を和ませくつろぎを与えます。

講師自宅

吉持登志子/藤嗣佳子

折り紙が作り出す不思議な世界を体験してみません
か。

おり紙教室

【申込みに当たっての留意事項】

◆申込書に記入いただいた個人情報は、指導者、代

表者、運営委員、教室生に対して、教室の運営にか

かる事務に必要な限度で提供する場合があります。

また、活動の様子を、写真や映像で広報紙、ケーブ

ルテレビ等に掲載・放送する場合があります。あら

かじめご了承ください。

【申込後の手続きについて】

◆申込後は、申込書に記入された連絡先などの情報

を公民館から教室・クラブの代表者にお伝えします。

その後、教室・クラブの代表者から、入会に当たっ

ての案内等の連絡をいたします。

なんぶヌル丸

申込前に

確認してほしいヌル～


