
     

 

 

  

  
  

 
   

 

 

 

               
 

 

 

 

 ＮＯ 教室・同好会・クラブ 回数・曜日 時 間 講師 (代表者) 会 費 

1 囲碁サークル 毎週        月曜日 13:00～16:30 （代）藤田 忠義 無 料 

2 明道唱歌教室 月２回  第１・３月曜日 13:30～15:30 佐川 節子 月 1,000円 

3 木彫り同好会 毎週       火曜日 
第 1・3    10:00～15:00 

第 2・4・5  10:00～12:00 
（代）神庭 節子 無 料 

4 健身太極拳 米子同好会 毎週        火曜日 14:00～16:00 西村 修一 月 2,000円 

5 都々逸 やぼの会 月１回    第３火曜日 13:30～15:30 桂 小文吾 年 12,000円 

6 ダンスサークル K 毎週火曜日（休：祝祭日） 18:00～21:０0 田中 佳津子 1回 1,000円 

〃      〃 毎週土曜日（休：祝祭日） 12:00～15:00 〃 1回 1,000円 

7 書道教室 月２回  第２・４火曜日 19:30～21:30 藤山 雅江 月 2,000円 

8 水墨画教室 月２回  第２・４火曜日 13:30～15:30 永田 月山 1回 1,500円 

9 小春句会 月１回    第２水曜日 13:30～15:30 由木 みのる 月 500円 

10 中国語を学ぶ会 毎週         火曜日 15:30～17:00 李   縁 月 2,000円 

11 にこにこ元気塾 月２回  第２・４水曜日 13:30～15:00 松田 万里 1回 500円 

12 能面同好会 月２回  第２・４水曜日 13:30～15:30 富田 隆之 年 6,000円 

13 大正琴 月２回  第１・３木曜日  9:30～11:00 絹川 薫 月 3,780円 

14 木工クラブ 月２回  第２・４木曜日 10:00～16:00 岡田 茂・津村幸作 1回 500円 

15 太極拳同好会 月２回  第２・４木曜日 10:00～12:00 （代）山田 延寿 月 300円 

16 七宝焼 月２回  第１・３木曜日 13:00～16:00 
 

年 1,000円 

17 安来節保存会 毎週         金曜日 20:00～22:00 中井 勇一 無 料 

18 金妻ダンス同好会 月４回 第１～４金曜日 13:30～15:00 青山 典代 1回 200円 

19 フラワーアレンジメント 月１回    第３金曜日 13:00～15:00 松本 寿栄子 半年 3,000円  

20 子ども習字教室 月３回   毎週土曜日 10:00～13:00 福本 馨泉 月 3,000円 

21 ベル水彩画教室 月２回  第１・３土曜日 13:00～17:00 永井 俊郎 3ヶ月 10,000円 

22 土曜歴史会 月１回    第３土曜日 13:30～15:30 高口 勝人 年 8,000円 

23 山陰読売写真クラブ 月１回    第１日曜日 14:00～17:00 生田 利秋 年 5,000円 

24 米子写真倶楽部 月１回    第４日曜日 20:00～22:00 （代）松田 敏彦 月 1,000円 

25 フラダンス同好会 毎週       日曜日 20:00～22:00 岸 舞理絵 月 3,900円 

26 絵本を愛でる会 月１回   第１水曜日 13:30～15:30 （代）永田 公子 無 料 

町区別対抗ペタンク大会 
 

日時：５月２０日 (日)  ※少雨決行 

午前９：００から開会式 

場所：明道小学校グラウンド 
 

☆初めての方も楽しめるスポーツです。 

☆お気軽にご参加ください。  

     
 

   

 

 

 

平成３０年度 

あすなろ学級開講しました!! 
 

４月１７日(火)の教養講座を皮切りに、平成３０年度あすな

ろ学級が開講いたしました。第１回目は、講師に地元の松田

染物店１３代目松田成樹氏をお迎えし、「伝統の技をいまに

～昔から続く筒書き染めの技法～」と題しまして、ご講演い

ただきました。元禄１５年の創業以来 約３１０年の伝統を継

承し、古き良きものを守りながらも新しいものにも挑戦する今

の時代にマッチした取り組みも始めておられ、仕事に誇りを

持ち、日々仕事に励んでおられる姿に感銘を受けました。 

あすなろ学級は、「健康で心豊かなくらし」を目指し、今年度

も充実した内容となっております。多数ご参加ください。 

  ～保健推進員会からのお知らせ～ 

「城山ウォーキング」参加者募集！！ 

新緑のなか、皆さんとご一緒に城山頂上まで歩きませんか！ 
 

日 時：５月８日（火） ９時２０分明道公民館集合（９時３０分出発） 

内 容：ゆっくりと散策しながらウォーキング～～城山頂上で休憩 

    ～～明道公民館にて解散 （雨天時は、明道公民館で体操） 

持 参：飲み物、タオルなど ※歩きやすい服装・運動靴でお出かけください 
          

推進員以外の方もご参加いただけますので、皆様ふるってご参加ください!! 

 

 
 

 
鹿野町へ行ってきました!! 

第１回学習講座「現地学習」 

と き：４月６日（金） 
 

とっても楽しい

スポーツだよ 

明道公民館では次のような教室・同好会をひらいています。 

いつでも、どなたでもお気軽にお申し込みいただけますので、 

一度見学にお越しください。お待ちしています。 

明道公民館 （ＴＥＬ ３４－３０７４）    


