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平成 21 年度
“公民館自主講座”受講生募集

※主催講座、自主講座ともに詳細は、市のホームページ（http://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/）に
掲載しています。

講座名 曜日・時間帯 開催場所 
連絡先 講座名 曜日・時間帯 開催場所 

連絡先 講座名 曜日・時間帯 開催場所 
連絡先

舞 踊 第 1 ㈭
13:00 ～ 17:00

太田郷公民館
原田☎ 32 − 5523 吟詠クラブ 第１・３金曜 

13:30-15:30
千丁公民館 

荒木☎ 46-0910 版画 第１・３月曜 
19:30-22:00

宮地公民館 
宮地☎ 31-5557

八代フォーク 
ダンスクラブ

毎週木曜 
10:00-12:00

太田郷公民館 
大久保☎ 32-8627 社交ダンス 第 2・４土曜 

9:30-11:30
千丁公民館 

角田☎ 46-0843 坂本吟詠クラブ 毎週月曜 
14:30-17:00

坂本公民館 
光山☎ 45-3433

ジャズダンス 毎週月曜 
20:30-21:30

太田郷公民館 
浦川☎ 090-2719-2484

コール・グリー
ンフィールド

第 2・４水曜 
（８月から毎週） 

19:30-21:30
千丁公民館 

片岡☎ 33-2673 囲 碁 毎週木曜 
13:00-17:00

坂本公民館 
岩本☎ 45-8806

ハワイアンフラ
（フラダンス）

第 1.2.3 火曜 
9:30-11:00

太田郷公民館 
中村☎ 34-0202

カラオケ 
「つばさ会」

第１・３月曜 
13:30-15:30

千丁公民館 
米村　46-1648 日本舞踊 毎週木曜 

13:00-16:30
坂本公民館 

松坂☎ 45-3517

カラオケ講座 第１・2・3 金曜 
14:00-16:00

太田郷公民館 
渡辺☎ 33-6447 菊づくり教室 第 2 金曜 

9:00-11:30
千丁公民館 

吉仲　46-1277 健康運動クラブ 第２・４火曜 
14:30-

坂本公民館 
鶴崎☎ 45-8954

剛柔流空手道 毎週水・木曜 
19:00-21:00

太田郷公民館 
郷☎ 090-4519-3475

書道クラブ 第 2・4 金曜 
19:30-21:00

千丁公民館 
本田　46-1496

オカリナ・ハ
ーモニカ教室

第１・３月曜 
13:30-15:30

坂本公民館 
坂田☎ 45-3936

八代ハーモニ
カクラブ

第 2・4 金曜 
13:30-15:30

太田郷公民館 
松山☎ 34-5739

ヨーガサーク
ルライトヨガ

第 1・2・４火曜 
10:00-12:00

千丁公民館 
園田☎070-5434-2770

ニイハオ学習会 毎週土曜 
19:00-21:00

八代公民館 
松本☎ 32-4212

健康エアロビクス 毎週火・木曜 
13:30-15:00

太田郷公民館 
百武☎ 33-7905 前結び着付け 第１・３月曜 

10:00-12:00
東陽公民館 

上村☎65-2023
レクレーション
ダンス

第 123 月曜 
10:00-12:30

八代公民館 
井山☎ 32-1723

スイートピー 
（社交ダンス）

毎週金曜 
10:00-12:00

太田郷公民館 
田浦☎ 33-6527

吟詠 
（募集は６月のみ）

毎週金曜 
19:30-21:30

東陽公民館 
古田☎65-3073 パッチワーク 第 2・４金曜 

13:30-15:30
八代公民館 

藤田☎ 32-2278

太田郷軽音クラブ 第１・３金曜 
13:30-15: ３０

太田郷公民館 
鈴木☎ 32-5885

鑑賞菊 
作りの会

第 2 土曜 
9:30-11:30

東陽公民館 
岩崎☎65-3080 高齢者向け舞踊 毎週火曜 

13:00-17:00
八代公民館 

小栗☎ 34-3901

八代コカリナ倶楽部 第 2・４日曜 
10:00-12:00

太田郷公民館 
樽海☎ 34-5046 太極拳教室 第 2・４日曜 

10:00-12:00
東陽公民館 

志水☎65-3090 肥後狂句愛好会 第１・2 火曜 
13:00-16:00

鏡町老人福祉センター 
福田☎ 52-1694

楊名時健康太極拳 毎週水曜 
10:00-11:30

太田郷公民館 
宮永☎ 33-8363

Ｔ・Ｍコール 
（コーラス）

毎週水曜 
20:00-21:30

東陽公民館 
吉田☎65-3310 アロハ鏡ＡＢ

第１２３水曜 
9:30-12:00 
10:30-12:00

八代市農村環境改
善センター（鏡） 
宮本☎ 52-1960

フラダンス 第１・３木曜 
19:30-21:00

千丁公民館 
松永☎ 46-0377 健康ヨーガ 第１・３木曜 

10:00-11:30
東陽公民館 

浦野☎ 090-4484-7533
アロハ鏡Ｃ 第 123 金曜 

14:00-13:30
八代市農村環境
改善センター 

宮本☎ 52-1960

３Ｂ体操 
千丁ひばりの会

第１・３火曜 
19:30-21:00

千丁公民館 
津田☎ 46-0471 ハーモニカ 第１・３月曜 

20:00-22:00
東陽公民館 

橋本☎65-2443 鏡レクダンス 毎週木曜 
19:30-21:00

八代市農村環境
改善センター 

小島☎ 52-7333

民謡唄おう会 第１・３金曜 
19:30-21:00

千丁公民館 
宮城☎ 46-1246

社交ダンス 
（初心者・経験者）

毎週木・土曜 
19:30-20:15 
19:30-21:30

東陽公民館 
山本☎65-3758 書道クラブ 毎週金曜 

9:30-11:30
八代市農村環境
改善センター 

恒松☎ 52-1930

花ござ手織り 第 2・４水曜 
13:30-15:30

千丁公民館 
美湯菜館☎ 46-2301 大正琴教室 第２・４金曜 

15:00-16:30
東陽公民館 

岩本☎090-7989-6652
鏡町郷土史学習会 第３水曜 

13:30-16:30
八代市農村環境
改善センター 

戸田☎ 52-1208

あやめ学級 
（教養講座）

第４金曜 
9:30-11:30

千丁公民館 
山本☎ 46-1862 水墨画教室 第１・３金曜 

13:30-15:30
東陽公民館 

宮崎☎65-2105
鏡リフレッシ
ュダンス

第１・３金曜 
10:00-11:30

八代市農村環境
改善センター 

岡田☎ 52-2367

太極拳クラブ 第 2・４月曜 
19:30-21:30

千丁公民館 
黒木☎ 46-0868 パッチワーク教室 第 2・4 金曜 

20:00-22:00
東陽公民館 

寺尾☎65-2904 ３Ｂ体操 毎週水曜 
13:30-15:00

八代市農村環境
改善センター　 
岩本☎ 52-2299

太極拳 第 2・4 金曜 
14:00-15:30

千丁公民館 
堀口☎ 46-0176 はがき絵教室 第 2・4 金曜 

10:00-12:00
東陽公民館 

中野☎65-3071 水竹居俳句会 第３土曜 
18:30-21:00

赤星公園               
水竹居の館 

葉山☎ 53-9336

茶道 
（表千家）

第１・３火曜 
19:30-21:30

千丁公民館 
堀口☎ 46-0357 民舞教室 第 2・４木曜 

14:00-16:00
東陽公民館 

國岡☎65-2257 鏡短歌会 第２日曜 
13:30-16:30

赤星公園               
水竹居の館 

太江田☎ 53-9705

パン作り 第 2・4 金曜 
9:30-12:30

千丁公民館 
田島☎ 46-1379 実用書の会 第１・３月曜 

9:30-11:30
植柳公民館 

植柳☎ 33-5909 エアロビクス 毎週水曜 
20:00-21:30

八代市農村環境
改善センター 

米田☎ 53-7346
（夜間のみ）

英会話 毎週水曜 
19:30-21:30

千丁公民館 
園川☎ 46-0568

近代大正琴 
琴柳会

第１・３火曜 
13:30-15:30

植柳公民館 
松崎☎ 33-5909 社交ダンスかがみ 毎週金曜 

18:30-20:30

八代市農村環境
改善センター 

重松☎ 52-1808 
宮川☎ 52-6343

将棋 第 2・４月曜 
19:30-21:30

千丁公民館 
平川☎ 46-1643 民踊 第 2・４木曜 

20:00-22:00
竜峯農業研修所 
杉原☎ 39-1133 大正琴 第１・３火曜 

10:00-11:30
鏡町老人福祉センター 
江崎☎ 52-6453

手編みクラブ 第 2・４木曜 
19:30-21:30

千丁公民館 
荒木☎ 46-0910 詩吟 第２・４火曜 

13:30-16:00
竜峯農業研修所 
堤☎ 39-0086

トニカコール 
（コーラス）

毎週金曜 
9:45-11:45

鏡文化センター 
井崎☎ 52-0570

生け花クラブ 第 2・４火曜 
19:30-21:30

千丁公民館 
松永　46-0143 社交ダンス 第 1・2・3 日曜 

19:30-21:30
竜峯農業研修所 
西田  39-0025

　下記の自主講座では、新しい会員を募集しています。あ
なたのチャレンジをお待ちしています。
※講師、会費、募集時期、申込方法などは、直接開催場所
に来られるか、各連絡先にお問い合わせください。
※自主講座は４月から開講しています。
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※この他にも、｢親子夏休み科学講座｣、｢お菓子作り講座｣、｢パソコン講座｣、｢食育講座｣ などを開催予定です。

講座名 講　師 期　間 曜　日 時間帯 会　場 回数 定 員 募集締切

健康増進教室 山中美紀
6 月～ 2 月

第 1・3 ㈫ 20:00 ～ 22:00
東陽公民館 各 18 回 各 20 人 5/22 ㈮絵画教室

（水彩画）
萱島義邦 第 1・3 ㈬ 9:30 ～ 11:30

問合せ　東陽公民館☎65－2210

講座名 講　師 期　間 曜　日 時間帯 会　場 回数 定 員 募集締切

はあとふる

毎回変わります 6 月～ 2 月

第 4 ㈬ 9:00 ～ 11:00
坂本公民館

各 9 回 各 20 人 5/15 ㈮長寿学級Ａ 第 2 ㈮
10:00 ～ 14:00

長寿学級Ｂ 第 4 ㈮
百済来スポーツセン

ターほか

問合せ　坂本公民館☎45－2228

講座名 講　師 期　間 曜　日 時間帯 会　場 回数 定 員 募集締切

菊づくり教室 山本 正敏

6 月～ 3 月

第 2 ㈭ 9:00 ～ 11:00 八代市農村環境改善

センター 各 10 回 各 15 人 5/15 ㈮ハーモニカ・オカリ
ナ教室 鈴木信志 第 3 ㈪ 13:30 ～ 15:30

ちぎり絵教室 那須 洋子 第 2 ㈮ 10:00 ～ 12:00 鏡文化センター

問合せ　鏡公民館 (鏡文化センター内 )☎ 52－ 1114

講座名 講　師 期　間 曜　日 時間帯 会　場 回数 定 員 募集締切

い草細工講座 藺・えるぶ 8 月～ 12 月 第 1 ㈭ 19:00 ～ 21:00

千丁公民館

5 回

各 20 人 5/15 ㈮短歌教室 八代歌人懇話会
6 月～ 3 月

第 2・4 ㈫ 13:30 ～ 15:30
20 回

やさしい家庭料理教室 田島あけみ 第 2・4 ㈮ 19:30 ～ 21:30

問合せ　千丁公民館☎46－1720

平成 21 年度

“公民館主催講座”受講生募集
　市内に居住されている人なら、どこの公民館でも受講できます。申込方法などの詳細は、各公民館
にお問い合わせください。
　1講座につき 1,000 円の受講料を徴収します。ただし、18回以上の講座は 2,000 円徴収し、講座
によっては材料費などの実費が必要です。

広　告


