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　平成２５年度，二川公民館の定期講座の受講生を募集します。多くの人に生涯学習の機会を提供する
ため，受講申込み日には優先受付日と一般受付日を設けています。優先受付は「呉市の公民館で希望
の講座を今まで受講していない人」が対象です。
　ただし，同一講師で同じ講座の場合，受講の時間帯が違って受講される人，他の公民館で受講してい
る人も「継続して受講する人の受付」となりますので，注意してください。

　　例 ： 平成２４年度の「歌謡①」を受講された方が，平成２５年度「歌謡②」を新たに受講される
　　　　　 場合は，「継続して受講する人の受付」となります。

◎日  時 ４月７日（日）９時１５分集合・雨天中止 

      飲料水，タオル等を持参してください。 

◎集合場所 三条１丁目・かもめ児童公園（根石電気の前） 

◎コ ー ス かもめ児童公園→上山手橋→〔旧道〕→二河の観音堂（休憩） 

       →二河公園→帰路（６.３ｋｍ） 

◎主  催 川原石地区，両城･三条地区運動普及推進協議会 

◎連 絡 先 両城・三条地区 ＴＥＬ２２－４８０１（相原） 

      川原石地区   ＴＥＬ２１－９６２５（石野）   

   

主  催 中央西体育協会   

開催日時 ３月１０日(日) ９時 

会  場 両城小学校体育館 

参加資格 中央西地区在住 

チーム編成 当日参加人員で決定 

協議規則 ９人制協議規則による 

競技方法 当日決定 

申し込み 当日参加（人数がわかれば事前 

に知らせてください。） 

問い合わせ 吉田悦子 TEL 24-8385 

はじめて受講される人を優先的に受け付ける日時です。
この日以外は，継続して受講する人と同じ受講受付日時になります。

平成２５年３月５日（火）　　９：００～１７：００

二川公民館　　１階　　研修室

継続して受講する人の
受　付　日　時
（一般受付日）

はじめて受講する人の
受　付　日　時
（優先受付日）

場　　　　　　所 二川公民館　　２階　　ホール

平成２５年３月６日（水）　　９：００～１７：００

場　　　　　　所

　　※陶芸講座は前期４，８００円　後期４，０００円です。

◎　対象は，呉市及び近隣市町に在住の人
◎　受付は先着順です。代理の人でもかまいません。（電話での申し込みは出来ません。）
◎　定員になり次第募集は締め切りますが，定員に満たない講座については，上記の受付日が過ぎ
　　　ても，募集を継続します。
◎　受講料は年２回集めます。前期（４月～９月）分の受講料４，４００円は，４月の初回受講日に集め
　　　ます。
　　また，後期（１０月～３月）分の受講料４，４００円は，１０月の初回受講日に集めます。

◎　各講座については，裏面の講座一覧でご確認ください。



 

  

 

※講座により教材費・スポーツ保険料等，別途必要となります。 

   ※実施日は都合により変更されることもあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講 座 名 定員 実 施 日 時 間 講 師 

児童 絵画（小１～４年） 20 ２・４火曜日 16:00～18:00 小林 勝信 

成 

 

 

 

 

 

人 

歌謡① 30 ２・４月曜日 13:30～15:30 原田 善弘 

歌謡② 30 ２・４金曜日 13:30～15:30 〃 

ヨガ 40 ２・４水曜日 18:00～20:00 井手畑 裕紀 

書道① 28 １・３水曜日 13:30～15:30 山岡 勉 

書道② 28 ２・４水曜日 13:30～15:30 〃 

琴三絃① 20 １・３火曜日 10:00～12:00 操田 楽琴 

琴三絃② 20 １・３火曜日 13:30～15:30 〃 

横笛（故郷笛） 15 ２・４金曜日 10:00～12:00 長岡 博之 

コーラス 30 ２・４水曜日 10:00～12:00 瀬野 信子 

陶芸 20 月末の月火曜日 13:30～15:30 宮地 準三 

茶道（裏千家） 15 ２・４水曜日 18:00～20:00 中森 宗榮 

民踊① 30 １・３金曜日 10:00～12:00 金山 広智恵 

民踊② 30 ２・４金曜日 10:00～12:00 〃 

大正琴① 20 １・３火曜日 10:00～12:00 上 琴桂 

 大正琴② 20 ２・４月曜日 10:00～12:00 〃 

 料理（朝） 24 １・３水曜日 10:00～12:00 廣本 文子 

 料理（夜） 24 ２・４火曜日 18:30～20:30 古屋 幸子 

 安来節 20 １・３火曜日 18:30～20:30 石川 弘一 

 大人のピアノ 24 １・３土曜日 10:00～12:00 岡部 貴子 

 謡曲（観世流） 20 １・３木曜日 10:00～12:00 西本 輝幸 

女 

３B 体操 40 １・３土曜日 10:00～12:00 藤井 美和 

卓球 30 １・３木曜日 10:00～12:00 久持 ムツ子 

やさしいエアロビクス① 40 １・３木曜日 13:30～15:30 山下 みゆき 

 やさしいエアロビクス② 40 １・３火曜日 10:00～12:00 〃 

性 着物着付け 15 ２・４水曜日 13:00～15:00 力安 鈴子 

  手編み 15 １・３金曜日 10:00～12:00 加島 由倶子 

「ふれあい卓球大会」 

◎ 日 時  ２月２３日（土） ９時３０分～ 

◎ 場 所  二川児童館 

◎ 対 象  小学生以上（子どものみ・成人のみの参加も出来ます） 

◎ 持ってくるもの  シューズ・タオル・ラケット・お茶 

◎ 種 目  小学生の部（３・４年の部  ５･６年の部） 

  一般の部  ダブルスの部 

◎ 申込み  ２月２０日（水）までに 二川児童館へ 

 ☆ ラケットは児童館にあります。無い方は申し出てください。 

    昼食は，二川母親クラブのお母さん方が用意してくださいます。昼食後解散。 

 

はじめての人も大歓迎です。 

参加賞も用意しています。 

ぜひ，たくさんの方の参加をお

待ちしています。 

小学生の部の優勝者には，トロ

フィーを用意しています。 

昼食は二川母親クラブのお母さ

ん方が用意してくださいます。 

 

呉市二川児童館 TEL/FAX ２１-２２０５ 

呉市二川地域活動連絡協議会（呉市二川母親クラブ） 

 

   

お詫びと訂正 

２月号の第５９回 

呉市体育祭の記事の

中の陸上小学生女子

久世聖世さんとあり

ましたのは久村聖世

さんの誤りでした。 

お詫びして訂正いた

します。 


