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                                         塩冶地区文化祭 フォトコンテスト入賞作品 

 

塩冶コミュニティセンターでは、各種教室を開催しています。 

あなたも参加してみませんか。 

ご希望の方は、代表者に直接お申し込み下さい。 

 

※教室案内ご入用の方はコミュニティセンターへお越しください。 

 



【アレンジフラワー】                

講師  金山 信義 

日時  第 2･4火曜日 午後 8:00～10:00 

会費  2,000円/回(花代含) 

生徒  第 2・第 4  各 15名    

代表  児嶋 早智江(☎090-3177-8788) 

      板倉 典子(☎22-2863) 

 

【アロマ教室】 

講師  大沼 紀子 

日時  第 2火曜日 午前 10:00～12: 00   

会費  1,500円/月 

生徒  8名 

代表  周藤 由紀子（23-5854） 

 

【居合道(出雲居合道志会)】 

講師  板垣 収 

日時  第 1･2火曜日 午後 6:30～9:00 

会費  1,000円/月 

生徒  20名 

代表  板垣 収(☎22-6987) 

 

【池坊生花(昼の部)】 

講師  錦織 敬子 

日時  第 2･4水曜日 午前 9:30～11:00 

会費  4,500円/月(花代含) 

生徒  8名 

代表  三浦 礒子(☎23-6525) 

      矢田 利子(☎21-2011) 

 

【池坊いけばな(夜の部)】  

講師  藤森 忠信 

日時  第 2･4金曜日 午後 8:00～ 

会費  4,400円/月(花代含)  

生徒  8名 

代表  遊木 龍治(☎24-1043) 

 

【えんや川柳会】    

講師  原 章峰 

日時  第 1火曜日 午後 1:00～4:00 

会費  500円/月 

生徒  20名程度 

代表  竹治 ちかし(☎22-4309)  

 

 

【えんや健康サークル】 

講師  藤岡 桂子･木原 恭子 

日時  第 1･3水曜日 午前 10:00～11:15 

会費  500円/月 

生徒  50名 

代表  兵庫 律子(☎22-7600)  

      今岡 泰子(☎22-3442) 

【おたっしゃ体操 ～いきいき会～】 

講師  高野 えい子 

日時  第 1･3火曜日 午後 1:30～3:00 

会費  300円/月 

生徒  40名 

代表  福間 正久(☎22-8540) 

 

【小原流生花】 

講師  内藤 豊好 

日時  第 2･4木曜日 午後 1:00～3:00 

会費  2,000円/月(花代別) 

生徒  6名 

代表  塚原 英子(☎21-1207) 

 

 

【親子リズム】 

講師  井上 美和子 

日時  第 2･4月曜日 午前 10:00～11:30 

会費  900円/月(新聞代含) 

生徒  10組 親子 

代表  後藤 節子(☎21-2702) 

 



【琴城流大正琴(白鳥会)】 

講師  佐々木 由美子 

日時  第 2･4木曜日 午前 9:30～12:00 

会費  3,240円/月 

生徒  7名 

代表  小村 孝子(☎22-2682) 

 

 

【｢彩々会｣俳句会】 

講師  布野 想夕 

日時  第 2･4月曜日 午前 9:00～12:00 

会費  3,000円/月 

生徒  8名 

代表  今岡 宣子(☎22-2826) 

 

【茶道(不昧流)】 

講師  珍部 維環男 

日時  第 1･3月曜日 午後 1:30～3:30 

会費  2,000円/月 

生徒  8名 

代表  新宮 由利子(☎21-4128) 

 

 

【３Ｂ体操】 

講師  加田 恵子 

日時  第 2･4金曜日 午前 10:30～12:00 

会費  500円/回 

生徒  7名 

代表  加田 恵子(☎22-7579) 

 

【写真同好会】 

講師  岡 敏文  

日時  第 2水曜日 午後 1:00～3:00 

会費  1,000円/月 

生徒  約 10名 

代表  坂本 達夫(☎23-0063) 

 

【シニアパソコン】 

講師  勝部 幹子 

日時  第 2･4水曜日 午後 1:30～4:00 

会費  500円/回(資料代別途) 

生徒  11名 

代表  勝部 幹子(☎21-1920) 

 

 

【三味線】 

講師  野坂 茂男 

日時  第 2･4金曜日 午後 8:00～10:00 

会費  1,500円/月 

生徒  7名 

代表  松原 美代子(☎23-5591) 

 

【書道】 

講師  伊藤 松渓 

日時  第 1･3金曜日 午前 9:30～11:30 

会費  2,000円/月(その他手本代等) 

生徒  15名程度 

代表  曽田 祥吾(☎22-3262) 

      日下 タミコ(☎24-1001) 

 

【水墨画】 

講師  嘉藤 大峻 

日時  第 2土曜日 午後 1:00～3:00 

会費  2,000円/月 

生徒  約 15名 

代表  西村 俊雄(☎72-2748) 

 

【銭太鼓】 

講師  上柿 公男 

日時  第 2･4月曜日 午後 7:30～9:00 

会費  なし 

生徒  15名 

代表  板倉 友子(☎090-7898-1816) 

 



【太極拳】  
講師  公田 仁志 

日時  第 1･3月曜日 午後 2:00～4:00 

会費  750円/回 

生徒  20名 

代表  今若 久子(☎22-2809) 

 
 

【卓球(午前の部)】 
講師  原 真司 

日時  第 1･3月曜日 午前 9:30～12:00 

会費  500円/月 

生徒  21名 

代表  勝部 幹子(☎21-1920) 
 

【卓球(午後の部)】 
講師  布野 健二 

日時  第 1･3水曜日 午後 8:00～ 

会費  なし 

生徒  15名程度 

代表  布野 健二(☎090-8245-9468) 
 

【ちぎり絵】 
講師  森山 許代 

日時  第 3木曜日 午後 1:00～3:30 

会費  1,000円/月 

生徒  10名 

代表  明松 雅千代(☎090-6062-1059) 

      木村 文子(☎21-6495) 
 

【やさしい中国語】     
講師  三加茂 麗 

日時  第 1･3土曜日 午前 9:30～11:15 

会費  1,500円/月 

生徒  7名 

代表  板倉 恵美子(☎22-3592) 
 

【陶芸】 
講師  宇田 久弥 

日時  第 2月曜日 午前 9:00～ 

会費  2,000円･1,000円/月(材料代含) 

生徒  10名 

代表  板倉 典子(☎22-2863) 

 

【パソコン】*日時･進度応相談 

講師  加藤 みどり 

日時  第 1･3木曜日 午後 4:00以降～ 

会費  1,400円/回(2H ﾃｷｽﾄ代含) 

生徒  10名程度 

代表  大森 俊貞(☎22-7658) 

      加藤 みどり(☎090-3633-8864) 
 

【文学塾】 
講師  古浦 義巳 

日時  第 2･4水曜日 午前 10:00～12:00 

会費  1,000円/月 

生徒  10名 

代表  坂本 達夫(☎23-0063) 
 

【木彫】 
講師  曽田 玲子 

日時  第 1･3火曜日 午前 9:30～12:00 

会費  3,000円/月 

生徒  11名 

代表  板倉 典子(☎22-2592) 
 

【YOM(読む)の会】 
講師  日野 一穂 

日時  第 4木曜日 午前 10:00～12:00 

会費  100円/月 

生徒  約 10名 

代表  石川 明子(☎21-5587) 

      日野 一穂(☎22-8817) 
 

【ラージボール卓球】 
講師  江田 吉弘 

日時  第 2･4水曜日 午後 8:00～ 

会費  なし 

生徒  15名 

代表  大賀 幸恵(☎21-1029) 
 

【和裁】        
講師  平尾 春美 

日時  第 2･4月曜日 午後 1:30～3:30 

会費  1,000円/月 

生徒  10名 

代表  小川 君子(☎23-6902) 

栗栖 小百合(☎21-7364) 


