
※　裏面あり

団　体　名 代表者・申込者 経　　費 活動場所 活動日時 指　導　者 団　体　名 代表者・申込者 経　　費 活動場所 活動日時 指　導　者

代・木下澄子 前期　５０００円 中央公民館 隔週火曜日 大田黒八重子 代・守谷和子 月　１,０００円 中央公民館 第１金曜日 守谷和子

1 書道Ａ同好会 申・　 後期　５０００円 　１階講座室 19：00～21：00 13 トールペイント 申・   教材実費 　１階講座室 9：00～12：00
（どちらか１期でも可） ４月～１１月 基本用具

（年２０回） 3,000～4,000円 （初回のみ）
代・浪越絢子 月　２,０００円 中央公民館 第１・２火曜日 浪越絢子 代・前川博子 月　１,２００円 中央公民館 第３金曜日 益田美保

2 アートフラワー 申・  教材実費 　１階講座室 9：00～11：00 14 申・   教材実費 　１階講座室 9：30～12：00

代・前川レイ子 月　１,８００円 中央公民館 毎週水曜日 秋山明風 代・熊本芳美 月　３,０００円 中央公民館 毎週金曜日 熊本克巳

3 　　２階和室 13：30～15：30 前川麗翠 15 申・ 教材実費 　　２階和室 10：00～12：00
申・曽根ヤス子 渋谷聖風

代・黌農美重子 年１０回 中央公民館 毎週水曜日 黌農美重子 代・上田英一 年　２,０００円 中央公民館 第１・３土曜日 上田英一、他

4 陶芸同好会 申・  ５,４００円 　１階講座室 19：00～21：00 16 多度津 申・   　１階講座室 13：30～15：00 ベテラン会員
教材実費 ４～６月（年１０回） 小品盆栽会

代・高畠紀子 月　２,０００円 中央公民館 第２・４金曜日 高畠紀子 代・前川博子 月　８００円 中央公民館 第２・４土曜日の 前川博子

5 パッチワーク 申・      教材実費 　１階講座室 13：30～16：00 17 申・   教材実費 　１階講座室 どちらかを選択
同好会 　※月１回 14：00～15：30

 ( 年１１回 ） 　※８月休み
代・須佐美万輝子 2,500～3,000円 中央公民館 第３木曜日 須佐美万輝子 代・半蔀智子 年　３,０００円 中央公民館 第３土曜日 半蔀智子

6 フラワー 申・　 程度 　１階講座室 19：00～21：00 18 手づくり絵本講座 申・   教材実費 　１階講座室 18：30～21：00
アレンジメント （受講費・花材 ４～1月（年１０回）

費込み）

代・森下妃生子 月　２,０００円 中央公民館 第１・４火曜 森下妃生子 代・西澤利昭 年　３,０００円 中央公民館 第２土曜日 三野興久

7 籐工芸 申・  教材実費 　１階講座室 13：30～16：00 19 フォトクラブ桃陵 　１階講座室 19：00～21：00 依田　正
第２・４木曜日 申・藤原雅之
18：00～20：30

代・中島健吾 月　１,５００円 中央公民館 第２木曜日 田端五郎 代・嶋田　暁 同好会費 中央公民館 土曜日（２～３回） 嶋田　暁
8 切り絵桃陵会 教材実費 　１階講座室 9：30～11：30 20 たどつ木彫研究会 年　１,０００円 木彫教室 13：00～15：00 上杉石松

申・安藤友子 桃陵彫同好会 申・白川靖子 （８月休講） 馬渕　健
白川靖子

代・眞鍋淑子 月  １,５００円 中央公民館 第２・４木曜日 浜田澄子 代・緒方天祐 月　１,０００円 中央公民館 第１・２・４日曜日 緒方天祐

9 絵手紙の会 教材実費 　１階講座室 13：30～15：30 21 多度津 申・  教材実費 　１階講座室 9：00～12：00
申・池田ひとみ 讃岐彫同好会

代・宮本公子 月　５００円 中央公民館 第３木曜日 今田八重子 代・宮武静夫 年　１,０００円 県内及び近県 毎月１回 宮武静夫

10 鶴の会 申・  教材実費 　１階講座室 13：00～15：00 多度津町 申・   行事毎実費 の自然と親しむ 第２日曜日
22 ハイカーズクラブ 　　　「　傷害保険料　」 ウォーキングや (７・８月休）

　　　　６４歳以下　　　１,８５０円 ハイキング

代・髙島登喜男 月　５００円 中央公民館 毎週金曜日 森　照代 　　　　６５歳以上　　　１,２００円
11 多度津 申・　 　　２階和室 14：00～15：30 関　久恵 中央公民館 火～土曜日

真向法体操会 本部年会費 毎週土曜日 23 多度津地区 代・小川敏子 年　５００円　　 健康センター 手芸・茶道・料理 学級毎に
別途 3,000円 13：30～15：00 婦人会 申・   学級毎に実費 　その他 木曜サロン 講師がいます

代・英　啓子 月　２,０００円 中央公民館 第１・４金曜日 谷本公子 健康学級
12 硯岳会（書道） 内本代 ５００円 　１階講座室 19：00～21：00 政治生活学級

申・谷本公子

多度津町立中央公民館　☎０８７７－３３－０７６０　　　　〒764－0011　多度津町栄町３－１－９

◎お申込み・お問い合わせは中央公民館（３３－０７６０）までご連絡ください

土曜午後の
ハンギング
バスケット

Ｎｏ．１　令和２年度　公民館関係社会教育団体会員募集

清吟堂吟友会
多度津ブロック
多度津支部

民舞
かつみ会・つぼみ
（初心者コース）

シャドーボックス
サンフラワー


