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 〇 新規の方の申込受付開始      〇 前年度から継続の方の申込受付開始 

    ３月１日（月）             ３月２日（火）  

 受付時間 ９：００～１７：００ 

受付場所 二川まちづくりセンター１階 研修室（午後は事務室） 

対  象 呉市及び近隣市町に在住の方 

募集方法 先着順 代理可（電話不可） 定員になり次第終了 

受 講 料 年２回徴収  ４月の初回受講日に前期(４～９月)分４，４００円   

     １０月の初回受講日に後期(10～３月)分４，４００円   

なお，陶芸①は前期 4,800円，後期 4,000円 陶芸②は前期 4,000円，後期 4,800円 

料理(夜)は前期後期ともに 2,400円    ※講座により材料費等が別途必要になります。 

●児童（小１～４年） 

 ☆ 絵画 第２・４火曜日 １６：００～ 小林 勝信 こばやし かつのぶ 

●成人 

 ☆ ヨガ 第２・４水曜 １８：００～ 井手畑 裕紀 いではた ゆき 

☆ 書道・ペン習字 第１・３水曜 １３：３０～ 山岡 勉 やまおか つとむ 

☆ 琴三絃① 第１・３火曜 １０：００～ 橋本 美華 はしもと みはな 

☆ 琴三絃② 第１・３火曜 １３：００～ 橋本 美華 はしもと みはな 

☆ コーラス 第２・４水曜 １０：００～ 瀬野 信子 せの のぶこ 

☆ 陶芸① 月末の月・火曜 １３：３０～ 二川 靖 ふたかわ やすし 

☆ 陶芸② 第３木・金曜 １０：００～ 二川 靖 ふたかわ やすし 

☆ 茶道（裏千家） 第２・４水曜 １８：００～ 中森 宗榮 なかもり そうえい 

☆ 民踊 第２・４金曜 １０：００～ 瀧本 広智陽 たきもと ひろちえきよ 

☆ 大正琴① 第１・３火曜 １０：００～ 上   琴桂 うえ きんけい 

☆ 大正琴② 第２・４月曜 １０：００～ 上   琴桂 うえ きんけい 

☆ 料理（朝） 第１・３水曜 １０：００～ 村井 弥生 むらい やよい 

☆ 料理（夜） 第２火曜 １８：３０～ 古屋 幸子 ふるや ゆきこ 

☆ 安来節 第１・３火曜 １７：００～ 石川 弘一 いしかわ ひろかず 

☆ 大人のピアノ 第１・３土曜 １０：００～ 岡部 貴子 おかべ たかこ 

☆ 謡曲（観世流） 第１・３木曜 １０：００～ 横藤田 正之 よこふじた まさゆき 

☆ ３Ｂ体操 第１・３土曜 １０：００～ 藤井 美和 ふじい みより 

●女性 

 ☆ 卓球 第１・３木曜 １０：００～ 藤元 明美 ふじもと あけみ 

☆ やさしいエアロビクス① 第１・３木曜 １３：３０～ 山下 みゆき やました みゆき 

☆ やさしいエアロビクス② 第１・３火曜 １０：００～ 山下 みゆき やました みゆき 

☆ 着物着付け 第２・４水曜 １３：００～ 力安 鈴子 りきやす すずこ 

☆ 手編み 第１・３金曜 １０：００～ 加島 由倶子 かしま ゆくこ 

●高齢者（おおむね６０歳以上） 

 ☆ 椅子にすわって太極拳 第２・４月曜日 １３：００～ 下高 真理 しもたか まり 



二川まちづくりセンターの登録自主サークル紹介 

自主サークルとしてセンターに登録した場合，年間の施設仮予約（月２回）ができます。 

 ５人以上で構成し，会則等を定める必要があります。 

令和２年度登録の自主サークルはつぎのとおりです。 

団体名 センター使用日時 現会員数 

エアロビクス同好会 （エアロビクスダンス） 第２・４火曜日 10:00～12:00 ３５ 

エアロビクスサークル （エアロビクスダンス） 第２・４木曜日 13:00～15:00 ２９ 

３Ｂ体操同好会 第２・４土曜日 10:00～12:00 ６ 

フォトサークル「椿」 第 １ 金曜日 18:00～21:00 ２４ 

呉ハーモニカ同好会 第２・４木曜日 13:30～15:30 ２１ 

民踊同好会 第１・３金曜日 10:00～12:00 ６ 

全日本写真連盟呉支部 第 ３ 土曜日 13:00～16:00 ２６ 

二川ダンス同好会 （社交ダンス） 毎週 水曜日   9:00～12:00 ７８ 

パブリコーポダンス同好会 （社交ダンス） 毎週 日曜日 18:30～20:30 ３４ 

 

※実際の日程は月により違うこともあります。 

なお，各サークルへの入会希望については二川まちづくりセンターにご連絡ください。 

 

 

【 アンケートのお礼 】 
先日は，「二川まちづくりセンターに関する」アンケートおよび「新型コロ

ナウイルス感染拡大防止に関する」アンケートにご協力くださいまして誠に

ありがとうございました。 

アンケートの結果は，二川だより臨時号でお知らせしますと共に，ご意見等を書いてくださ

った方々には返答を書いて，二川まちづくりセンターの掲示板に掲示させていただこうと思い

ますのでご覧くださいますようご案内申し上げます。（令和３年 1月下旬頃掲示予定） 

   アンケートの結果をもとに，利用者の皆様が，「二川まちづくりセンターを利用してよかった。

また利用したい。友達にも紹介しよう。」と思っていただけるように，職員一同一丸となって取

り組んで参りたいと思いますので，今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【 有名人の言葉より 】 

「無
む

等
とう

等
どう

」 

             親鸞
しんらん

聖人
しょうにん

 

 

  「世の中には，さまざまな人がいます。それぞれに長所があり，また欠点があります。人の長

所を見てうらやましく思うこともあれば，自分の欠点が情けなく落ち込んでしまうときもあるで

しょう。しかし，長所も欠点も，時代や場所，人の価値観によって左右されるものです。本来，

どんな存在も平等であり，地上の生命として光に照らされるべきものなのです。自分の欠点を

ことさらに気にして落ち込むよりも，光り輝く存在としての自分を大切にしましょう。」と親鸞

聖人はおっしゃっています。             


