
フルート講座 
 フルートの楽しさを学びましょう。 

 

日 時  ６月２９日（水） 午後５時 ～ 午後７時 

対 象  １０歳以上 

   （１０歳～１８歳 午後５時 ～ 午後６時） 

   （１９歳以上   午後６時 ～ 午後７時） 

場 所  二川まちづくりセンター 和室 

定 員  先着２０名（各対象１０人程度） 

申込み  ５月２０日以降随時受付 二川まちづくりセンターにて 

講 師  中元 裕子 先生 

受講料  ４００円 

持参物  フルート（あれば），筆記用具，譜面台（あれば） 

〔Ｎｏ．２９８号〕 呉市築地町３番１号 

 

 

平成２８年 ＴＥＬ２１－３９６１ 

〔２０１６年〕 ＦＡＸ２５－８８２１ 

 

 

 二川まちづくりセンターでは，今年度も定期講座のほか各種

短期講座を順次実施していく予定です。 

 今年度は特に呉高専の先生方による歴史（8月）や国語・文学

（１０月）の講座を計画中。 

日程や内容が決まり次第ご案内しますのでご期待ください。 

 

 

 

 

 

この夏、花火大会，盆踊り，夏祭りなどにゆかたで出かけてみませんか。 

好評の「ゆかた着付け講座」を今年も開催します。 

   

日 時  ６月４日（土） 午後１時 ～ 午後３時 

場 所  二川まちづくりセンター 和室 

定 員  先着２０名（小学生以上の女性） 

申込み  ５月２０日以降随時受付 二川まちづくりセンターにて 

講 師  力安 鈴子 先生 

持参物  ゆかた、半巾帯、だてじめ、前板、ひも２本、肌着、すそよけ 

ゆかたを着て帰る人は、下駄などを用意してください。



各大会結果：二川まちづくりセンターで腕を磨いてきた皆さんが各大会で成果を上げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２月２８日（日） 二川まちづくりセンター 

クラス １位 ２位 ３位 ３位 

小学生の部  出木浦 裕太  後藤 理沙  松尾 彩子  長重 和幸 

一般男子の部   礒部 耕一  則松 完児  長重 忠昭   

一般女子の部 A  藤元 明美  神尾 ひろ子 田島 朝子  正月谷 治子 

一般女子の部 B 田島 朝子  藤本 幸子 片本 すみゑ  則松 優子 

壮年男子の部  永島 久光  角本 一彦  礒部 耕一  川﨑 陽一 

マスターズ男子の部  永島 久光   角本 一彦  川﨑 陽一   

マスターズ女子の部  正月谷 治子  石中 栄美江  坂本 花子   古中 妙子 

女性の部 A  石中 栄美江  坂本 花子  藤本 節子  則松 優子 

女性の部 B  笠原 智美  佐々木 冨士江  古中 妙子  久保田 みさゑ 

ダブルス A 
 藤元 明美  永島 久光  川﨑 陽一  片本 すみゑ 

 笠原 智美  藤本 節子  佐々木 冨士江  坂本 花子 

ダブルス B 
 則松 優子  礒部 耕一  田島 朝子  神尾 ひろ子 

 則松 完児  石中 栄美江  久保田 みさゑ  福田 嘉子 

 

 

二川まちづくりセンター卓球教室親善試合 

３月７日（月）９：００～      二川まちづくりセンター 

午前 シングル（リーグ戦後トーナメント） 

１位グループ    ２位グループ   ３位グループ 

１位 片本すみゑ  １位 皆口ひとみ   １位 佐々木冨士江 

２位 田島朝子   ２位 石中栄美江   ２位 石尾智恵 

３位 野村喜代子  ３位 岩下啓子    ３位 野口敏江 

３位 藤本幸子   ３位 古中妙子    ３位 安藤まり子 

午後 ダブルス 

Aグループ   Bグループ 

１位 岩下啓子， 田島朝子 １位 片本すみゑ，笠原智美 

２位 新居栄子， 掛札文子 ２位 皆口ひとみ，野村喜代子 

３位 平原芳恵， 深山幸江 ３位 坂井洋子，佐々木冨士江 

３位 久保田みさゑ，高松かづえ ３位 福田嘉子， 野口敏江 

 

 

呉市まちづくりセンター

卓球教室親善大会 
３月８日（火）８：００～ 

呉市体育館 

Ａ組 優勝 

   田島，神尾 

 

Ｄ組 ３位 

   古中，石中 

   第８回 地域交流グラウンドゴルフ交歓大会 
２月２６日（金）９：００～      マリンパーク川原石，築地広場 

総合優勝 呉市吉浦ＦＣ 上平正彦 31 

１ブロック １位 年金本通会   北田清美  31 ２ブロック １位 吉浦西城 GGC  浜中三千夫 32 

２位 呉大和ＧＧＡ  多賀昌子  32   ２位 呉二川 GGC   橋川照正  37 

３位 呉焼山宮ケ迫   川口佐和子 33   ３位 江田島ふるたか 金村邦彦  37 

４位 江田島ふるたか 平町泰信  34   ４位 呉二川 GGC  木原義章  37 

５位 呉大和 GGA   木下民子  35     ５位 江田島ふるたか 富岡美智子 37 


