
曜日 開催週 団体名 学習内容

毎週 第2ひまわり会 カラオケ 13:00 ～ 17:00

4 中之町イーグルス 少年野球 19:00 ～ 21:00

２・４ からかわ　囲碁の会 囲碁 13:00 ～ 17:00

1 健康料理 料理・環境 10:00 ～ 15:00

１・３ 着物着付け教室　なでしこ 和服着付け 10:00 ～ 20:00

毎週 月曜卓球同好会 卓球・健康 9:00 ～ 12:00

１・３ 男性の料理教室 料理 9:00 ～ 12:00

２・４ 弥生会 手芸・リフォーム 9:30 ～ 12:00

１・３ 生け花 生け花（池の坊） 9:00 ～ 11:00

毎週 ファーストクラブ 卓球・健康 9:00 ～ 12:00

２ ベジタブル委員会 料理・環境 9:30 ～ 14:00

１・2・3・4 気功グループ 気功・健康 9:00 ～ 12:00

２・４ 水墨画同好会 水墨画 13:00 ～ 15:00

２・４ 絃志会 三味線・民謡 13:00 ～ 20:00

２・３・４ ３B体操フラワー ３Ｂ体操 13:00 ～ 15:00

１・３ はじめての英会話 英会話 13:30 ～ 15:30

毎週 ニコニコ卓球クラブ 卓球・健康 9:00 ～ 12:00

毎週 干川クラブ 卓球・健康 13:00 ～ 17:00

２・４ 料理同好会 料理・健康 9:00 ～ 12:00

３ おうちで出来る本格イタリアン 料理・国際理解 9:30 ～ 12:00

毎週 NPO法人日本空手松涛連盟 子ども空手 18:00 ～ 21:00

３ 折り紙で脳活性化 折り紙（市主催） 10:00 ～ 12:00

１・３ エプロン料理教室 料理 13:00 ～ 17:00

２・４ 中之町ウイズ・ユー やっさ踊り 18:30 ～ 21:00

１・３ チャーミークラフト クラフトテープ工芸 13:30 ～ 15:30

２・４ 初級中国語教室 中国語・国際理解 10:00 ～ 12:00

２ 家庭で活かすアロマ教室 アロマ・健康 13:30 ～ 15:00

２・４ 体幹鍛えて元気な身体づくり 健康体操 13:30 ～ 15:00

２・４ 書道グループ 書道 14:00 ～ 16:00

２・４ 手縫いで楽しむ古布実用小物 古布リサイクル（市主催） 10:00 ～ 12:00

４ 陶和クラブ 陶芸 9:00 ～ 15:00

１・2・3・4 太極拳同好会 太極拳 9:00 ～ 12:00

２ すみれお菓子教室 お菓子 9:00 ～ 12:00

３ 三月会（マーチ会） 料理 9:00 ～ 16:00

２・４ お茶をたしなむ会（表千家） お茶お点前 9:00 ～ 11:00

１・３ 社交ダンス和久原 社交ダンス 13:30 ～ 15:00

１・３ なかよし会（大正琴） 大正琴 13:30 ～ 15:30

２・４ フォークダンスサークルなかの フォークダンス 12:30 ～ 16:00

４ クッキングセミナー 料理・健康 18:00 ～ 21:00

１・３ 中之町子ども英会話サークル 子ども英会話 10:00 ～ 12:00

１・３ フラダンス フラダンス 9:00 ～ 12:00

１・３ オルオルフラサークル フラダンス 18:30 ～ 19:30

１・３ 歌声サークル　やまびこ 歌声 13:00 ～ 15:30

１・2・3・4 愛峰流三原吟詠会 詩吟 13:00 ～ 17:00

4 三原ベアーズ 少年野球 18:00 ～ 21:00
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心豊かに 
生涯学習 

第２３５号 中之町コミセンだより 

平成３０年度 中之町コミセン講座一覧です 入園・入学おめでとう 
 新しい世界が，君たちに 
  広がりますように♪ 

 ４月は入園・入学のシーズン。９日には深小・中之町

小・第二中学校で，１０日には中之町幼稚園で，それぞ

れ新しい園児や生徒を受け入れました。 

 卒園・卒業式ではちょっぴり涙を見せていた子どもた

ちも，新しい学び舎と友達に出会ってキラキラ輝い見え

ます。新しい世界が，君たちみんなに広がりますように

♪地域のみんなで応援していますよ。 

 ５月のコミセン体験講座のご案内 

 初夏のスイーツ作り 
 《フルーツ大福とボンボンゼリー》 
日時：５月２６日（土）9：30～12：30 

 場所：中之町コミセン実習室 

 講師：橋本 圭子さん（料理研究家） 

 対象：大人1６人（先着順）  参加費：1,700円 

 申込み期間：5月7日～5月23日（水） 

 ※持ち帰り袋を準備してね♪ 詳しくは中之町コミセン ☎64-4099 

コミセン利用団体の 
 皆様へお知らせ 
「春の全館一斉清掃」，「利用

団体代表者会」を以下の日程で

開催します。 

 宜しくお願い致します。 

★5月23日（水） 

13：30～15：30 

（※）当日，年会費千円 

を徴収させて頂きます。 

４月９日（月） 

深小は７名，中之

町小には５１名の

新入生がやってき

ました。 

 ランドセルから

手足が伸びている

ような可愛い子ど

もたち。さっそく，

６年生のお兄さん，

お姉さんがお相手

してくれました。 

 

（写真上： 

   深小） 

 

（写真下： 

  中之町小） 

 

 

９日午後は第二中

学校の入学式。 

 大人への入り口

に立って緊張気味

の生徒たちですが，

眼はキラキラ輝い

ていました♪ 

 

 

 

１０日（火） 

中之町幼稚園の入

園式。 

 年長さんからお

祝いの花飾りをも

らってご機嫌です。 


