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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（火）             ３月２日（水）  

 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①②は前期 4,800円，後期 4,000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。 

●成人  

 講  座  名 開設する曜日・時間   講   師   名 

 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 16:00 ～ 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 

●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 

●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 ～ 小林ふみ子 こばやし ふみこ 



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。登録には，５

人以上で  構成し，会則等を定める必要があります。 
 
令和３年度登録の自主サークルは次のとおりです。 
 

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 9:30～11:30 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 13:00～15:00 ２６ 

二川ダンス同好会 （社交ダンス） 毎週 水曜日 9:30～11:30 ７８ 

パブリコーポダンス同好会 （社交ダンス） 毎週 日曜日 18:00～20:00 ３４ 

関心流詩吟同好会 第１・３木曜日 13:00～15:00 ５ 
  

※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。 

 

心を癒やす花を咲かせよう～♥ 
二川まちづくりセンターの花壇をお世話してくださっているボランティ

ア団体の「園芸福祉フォーラム 植える美－ing ひろしま」の皆さんが，両

城小学校とコラボして，植栽活動を行っています。草花や緑に触れると

心身ともにリラックスすると言われます。子どもたちにとっても「植物に触

れ合うこと，育てること」は，教育的に意義があります。１２月には両城小

の子どもたちと一緒にイチゴを植えました。現在は春咲きの花を植えるな

ど花壇の整備を中心に整備しています。子どもたちは目を輝かせてイチ

ゴの植え方などを学んでいました。春に大きなイチゴが収穫できるといい

ですね。 

大正琴 初心者講習会 （無料） 

日 時 ３月１０日（木）１０：００～１１：３０ 

場 所 二川まちづくりセンター 

講 師 上 琴桂 先生 

受講料 無料（楽器は貸し出します。） 

定 員 先着１２名 

申込み ２月２１日（月）から 

    ※直接，二川まちづくりセンター窓口へ申し込

んでください。 

わたしは，１２月１０日に園芸福祉士の西田さんに，イチゴの植え方を教えてもら

いました。植え付けるのが難しかったけれど，どんなイチゴに育つのかとても楽しみ

です。                          （両城小学校４年 荒木 結衣） 

来年度の主な行事予定 

6月 川原石地区ソフトボール大会 

 9月 敬老会，町民運動会 

10月 呉市民体育祭参加 

11月 19日・20日二川まつり，防災訓練 

12月 ロードレース 

1月 成人式協力 

 ※詳細日程は後日関係団体よりお知らせがあり

ます。 


