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申込みは各代表者へ電話または直接会場へ

住民センター

指導者　楠見 福太郎
代表者　片岡 セイ子　☎ 65・4109
活動日　第２・４火曜日 /13:00 ～ 15:00
会費等　月額 4,000 円（会費込）
その他　希望者大歓迎

01  筑豊会（民謡）

指導者　有吉 嶺嵐（師範）
代表者　溝部 嘉隆　☎ 62・3835
活動日　第１・２・４木曜日
　　　　第１・２・４土曜日
　　　　/14:00 ～ 16:00
会費等　月額 2,000 円

02  青山会（詩吟）

指導者　小島 典生
代表者　林田 勇　☎ 65・0040
活動日　毎週水曜日 /19:00 ～ 21:00
会費等　月額 3,000 円

03  桂謡会（謡曲）

指導者　矢野 京子
代表者　神﨑 鈴子　☎ 65・0511
活動日　第１・３火曜日
　　　　13:00 ～ 16:00
会費等　月額 1,500 円

04  短歌会

指導者　大庭 土筆
代表者　藤田 光久　☎ 65・1753
　　　　花田 ムツ子　☎ 65・0431
活動日　第３木曜日 /12:00 ～ 16:00
会費等　１回 1,000 円

05  俳句会

指導・代表　金 美英
　　　　☎ 090・3798・0887
活動日　毎週水曜日 /13:30 ～ 14:30
　　　　　　　　　/18:30 ～ 19:30
会費等　会費 3,000 円

06  韓国語サークル

指導・代表　吉住 和代　☎ 65・2796　
活動日　木曜日（月２回）/10:30 ～ 12:30
会費等　月額 3,000 円
その他　随時見学受付中

07  大正琴 琴線会

指導者　佐々木 香華（家元）
代表者　澤田 志津子　☎ 62・5306
活動日　第２・４水曜日 /10:30 ～ 12:30
会費等　月額 3,000 円
その他　初心者歓迎・体験レッスン受付中

09  香弦流 真珠の会

指導者　緒方 園美
代表者　占部 陽子　☎ 65・4501
活動日　木曜日（月３回）/19:30 ～ 21:00
会費等　月額 2,000 円
その他　男性も大歓迎

10  ひまわり（コーラス）

指導・代表　田中 壽子　☎ 65・0083
活動日　第１～３火曜日 /17:00 ～ 19:00
会費等　月額 3,000 円
その他　お気軽にどうぞ

11  茶道（表千家）

指導・代表　田牧 壮平　☎ 65・5491
活動日　第２・４土曜日 /13:00 ～ 16:00
会費等　月額 2,000 円

※高校生以下は 1,000 円
その他　油彩教室を開催する場合あり

12  油絵・水彩画教室

指導者　深谷 喜代美
代表者　大里 都　☎ 65・5465
活動日　木曜日（月３回）/19:45 ～ 21:45
会費等　月額 3,000 円 / 材料代は自費

13  籐手芸サークル

代表者　安永 徹　☎ 65・4718
活動日　毎週土曜日 /18:30 ～ 21:00
会費等　月額 1,000 円

（※ただし中学生以下 は 300 円）

15  王塚太鼓

指導者　中野 吉和
代表者　緒方 克州　☎ 65・0214
活動日　○囲碁教室
　　　　　毎週土曜日 /12:30 ～ 17:00
　　　　○囲碁大会
　　　　　原則第４日曜日/12:30 ～ 17:00
会費等　入会費 1,000 円
その他　初心者大歓迎

16  囲碁クラブ

開催日　５月～２月の第３火曜日
内　容　教養コース・専門コース（園芸・

習字・民謡）
対象者　町内在住の 60 歳以上
申込期限　４月 24 日（金）まで
申込先　住民センター　☎ 65・2007

17  ことぶき大学講座

各施設で行われているサークルなどを紹介します。

指導・代表　波野 麻紀　
　　　　　　☎ 090・4985・8787
活動日　毎週水曜日 /10:00 ～ 15:00
会費等　なし（ただし材料代は自費）
その他　随時体験レッスン受付中

14  フラワー教室

指導者　安藤 弘江
代表者　藤川 洋子　☎ 65・3527
活動日　第１・３木曜日 /10:00 ～ 11:30
会費等　月額 3,000 円
その他　初心者大歓迎

08  大正琴 凌奏会

総合福祉センター

指導者　救仁郷 登美子
事務局　棚町 貞子　☎ 65・0316
活動日　第１～３金曜日 /10:30 ～ 12:00
受講料　月額3,000円（無料レッスン実施中）
対　象　63 歳以上

◇　ＴＡＯエナジー気づきの体操

指導者　吉田 美智子
代表者　岸 清子　☎ 65・1922
活動日　毎週月曜日 /13:00 ～ 15:00
会費等　月額 2,000 円

◇　太極拳サークル桂川教室

桂寿苑

指導者　八児 正信（土師焼窯元）
募集人員　午前の部 8 人、午後の部 7 人
　　　　（定員になり次第締切）
受講料　月額 4,000 円
申込先　総合福祉センター　☎ 65・0001

◇　陶芸サークル
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