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【午前・午後の部】 

NO 教 室 名 開 催 日 時 間 講 師 名 受講料 募集数 教室紹介 

1 手編み教室 第1,2,3月曜 10:00～12:00 河津 育子 ¥2,500 ３人 

カギ編み・棒編みの他、ストレッ
チ編みという新しい編み方も習い
ます。楽しい教室です！ 

2 卓球教室  第1,2,3,4月曜 9:30～11:30 ― ¥1,000 若干名 
手軽なスポーツ、卓球を一緒に楽
しみませんか！ 

3 フラダンス昼教室 第1,2,3月曜 13:00～15:00  荒川 富士子 ¥3,000 ５人 
心も身体も癒されるフラダンスを
一緒に踊りませんか！ 

4 ピンポン愛好会 第1,3,4火曜 10:00～12:00 ― ¥500 ２人 
明るく笑って益々元気！心も体も

リフレッシュ！ 

5 光岡詩吟教室 第1,2,3,4火曜 13:30～15:30 池永 定喜 ¥1,000 ５人 
発声の基本的な姿勢、呼吸、お腹
から出す声で健康になります 

6 
光岡にこにこ 
  ステップ教室 第1,3水曜 10:00～11:30 ― ¥500 

５人 

70歳以下 
健康維持のためステップ運動をし
ましょう！ 

7 
水曜洋裁教室 
（午前の部） 第1,2,3水曜 10:00～12:30 井上ヤチ子 ¥2,500 ２人 

昔の着物や洋服をリフォーム し

ませんか！ 

8 
水曜洋裁教室 
（午後の部） 第1,2,3水曜 13:30～16:00 井上ヤチ子 ¥2,500 ２人 

着物･古着のリフォーム、小物づく

りなど楽しくやってます！ 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日田市地区公民館は臨時休館となっていますが、

５月６日（水）まで再々延長となりましたのでお知らせします。皆様にはたいへんご迷惑を

お掛けいたしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

 なお、国内情勢により、休館期間が延長される可能性があります。 

＊申込方法 受講申込書を公民館事務所に提出（ポスト投函可）いただくか、電話もしくは、本紙を

ファクス、または、下記アドレスに申込書の内容を記載したメールを送信して下さい。 

   《TEL：23-8984 FAX：23-7910  mail：teru-kou@m1.b-net.kcv.jp》 

 ＊募集期間 令和２年４月１５日（水）～５月１５日（金）午後５時まで 

No 教室名 氏 名 住 所 電話番号 

      

日田市 

  

キリトリ 



光岡公民館だよりNo157号（2面） 

【夜間の部】 

NO 教 室 名 開 催 日 時 間 講 師 名 受講料 募集数 教室紹介 

13 フラダンス夜教室  第1,2,3月曜  19:00～21:00   荒川 富士子  ５人  
大人から子どもまで幅広く通える
教室です。 趣味に、仲間づくりに
フラダンスを踊りませんか。 

大人
¥3,000
子ども
¥2,000  

14 月曜着付け教室 第2,4月曜 19:30～21:30 井上 ヤチ子 ¥1,700 ２人 
眠っている着物も自分で着付けら

れれば、気軽に正装･お洒落着に！ 

15 太鼓教室 第1,2,3,4水曜 19:30～21:30 江藤 フヂ子 ¥1,500 ２人 
民謡太鼓やお座敷太鼓など、楽し
く学習できます！ 

16 ヨガ教室 第1,2,3 水曜 19:30～20:45 櫻木 恭子 ¥3,000 若干名 
どんな方にもオススメ！一度体験
してみませんか。 

17 土曜洋裁教室 第1,3,4 土曜 19:00～21:00 井上 ヤチ子 ¥2,500 ２人 
着物をリメイクして洋服や小物を

つくってます！ 

18 土曜舞踊教室 第1,2,3 土曜 20:00～21:30 藤間 輝真 ¥3,000 ３人 
和やかな教室です！認知症予防に

なりますよ！ 

19 日曜三味線教室 第1,2,3,4日曜 19:30～21:30 森山 睦子 ¥1,500 ２人 
毎回楽しい発見があり笑いの絶え
ない教室です。 

 
【子ども教室の部】 ※小学生及び中学生対象 

NO 教 室 名 開 催 日 時 間 講 師 名 受講料 募集数 教室紹介 

20 木曜子ども書道教室 第1,2,3,4木曜 18:00～21:00  井上 理恵 ¥2,500 若干名 習字と書き方の書写･きれいな文字

が書けるようになります。    

成人の方も大歓迎！ 21 土曜子ども書道教室 第1,3,4 土曜 12:00～15:00 井上 理恵 ¥2,500 若干名 

 

【午前・午後の部】※前ページからの続き 

NO 教 室 名 開 催 日 時 間 講 師 名 受講料 募集数 教室紹介 

9 光岡３B体操教室 第1,2,3水曜 13:30～15:00 福澤 好子 ¥2,000 ３人 
心身共に健康な日常生活を送れ
るようになる健康体操です！ 

10 俳句教室 第4水曜日 13:30～15:30 武内 政行 ¥1,000 ５人 
毎回楽しい発見があり笑いの絶
えない教室です！ 

11 金曜書道教室 第1､3､4金曜 10:00～12:00 井上 理恵 ¥3,000 ５人 
書道の基礎から日常に役に立つ
実用書道まで幅広く学べます。 

12 社交ダンス教室 第1､2､3､4土曜 13:00～15:00 沢熊 孝 ￥1,500 ５人 
初心者大歓迎です！一緒に楽し
みましょう！ 

13 光岡囲碁愛好会 第1,2,3,4土曜 13:00～16:00 ― 
年会費
1,000円 

５人 
囲碁で脳の活性化をしましょ

う！ 

 

 光岡公民館ではベルマーク（添付の

商品包装やインクカートリッジ）を集

めて、光岡小学校育友会に

寄付しています。ご協力の

ほど、よろしくお願いいた

します。玄関ポストに投函

でもＯＫです。 

＊３つの“密”を避けましょう！… ①換気の悪い密閉空間、 

②多数が集まる密集場所、 ③間近で会話や発声する密接場面 

＊手洗い・手の消毒！… 外出先からの帰宅時や、調理の前

後、食事前などこまめに手を洗います。 

＊咳エチケット… くしゃみや咳がでるときは、①マスクの着

用、②ティッシュなどで鼻や口を押えます、③とっさのときは

袖や上着の内側で覆います。④周囲の人からなるべく離れま

す。 


