
公民館同好会のご案内               令和元年 ６月１日号 

御嵩町役場 生涯学習課 

 

御嵩町では「笑顔づくり」を進めています。町内の公民館では、多くの同好会が活動

していますので、交流を深め心豊かで健康な生活を送るために一度参加してみませんか。                     

（他の地区公民館の同好会にも参加できます。）   裏面にも続いています 

上之郷公民館の同好会 

 同好会名 活動内容 曜日・時間等 代表者 

１ 三味線同好会 三味線の練習 第２・４(火)昼 加藤 まゆみ 

２ 上之郷民踊同好会 民踊の練習 第２・４(水)昼 可児 米子 

３ 御嵩朗読サロンキャッツアイ 朗読の練習 第３(土)昼 三宅 正代 

４ 華道部 生花の講習 不定期 福嶋 逸子 

５ 御嵩町郷土文化を学ぶ会  町内の歴史や文化財の学習 年 10 回(土日)昼 鈴木 富雄 

６ 上之郷そば打ち同好会 そば打ちの研修 隔月第２(木)昼 木村 一男 

７ 発酵ごはんの会 料理の実習 不定期 山田 由美 

８ ボランティアグループ ピッコロ 三味線、民謡、民踊の練習 第２・４(土)夜 渡辺 みつ子 

御嵩公民館の同好会 

１ 生花同好会 生花学習 第２・４(金)夜 水端 昌代 

２ 手話サークル 手話学習 毎週(金)夜 伊佐次みゆき 

３ 少林寺拳法（スポ少） 少林寺拳法の練習 毎週(水・金)夜 水野 将実 

４ ハンドベル同好会 ハンドベル練習 第１・３(木)午後 佐藤 すぎ子 

５ もえぎ会 草木染め 第４(金)午前 金子 まさ子 

６ 御嵩ヨーガ同好会 ヨーガの研修 毎週(木)午後 鈴木 美香子 

７ みたけフォトサークル 写真技術研修 第３(木夜 生駒 善彦 

８ 生活学校 パソコン習熟 毎週(木)午後 須田 宣子 

９ みたけＩＴ同好会〔ワード〕 パソコン習熟 月 3 回(土)午後 篭橋 陽子 

１０ ハングル同好会 韓国語の学習 月３回(土)夜 水野 準之助 

１１ いちご会  パソコン習熟 月３回(火)午後 鍵谷 洋子 

１２ 墨林会 水墨画の練習 第１・３(火)午後 須田  卓 

１３ そば打ち同好会 そば打ち体験 第(３)火夜 日比野 義美 

１４ 少年柔道（スポ少） 柔道の練習 毎週(火・木)夜 日比 隼人 

１５ ＢＥ－ＰＯＰみたけ リズムダンス 月４回(土)午後 三品 由美子 

１６ 遊粋三味線隊 三味線の練習 不定期 午後 志賀 金也 

１７ 子ども空手教室 子ども空手 毎週(土)夜 柴田  清 

１８ Ｍ・Ｋ・Ａ・１２愛好会 音楽 手芸 他 不定期午後 松山 惠美子 

１９ 居合同好会 居合道稽古 月２回第 2・4(日) 須田 正明 

２０ 道くさウォークみたけ 健康増進ウォーキング 第３(水) 不定期 加藤 英夫 

２１ 御嵩バランスボール同好会 バランスボールエクササイズ 第４(水)午後 古田 ひさ子 

回覧 



２２ ヨガ友 ヨガ練習 月１回(水)午前 山口 恵 

２３ 響艶（きょうえん） よさこい 平日夜 葛谷 三千代 

中公民館の同好会 

伏見公民館の同好会 

１ 青柳社 狂俳講座 月 1 回(火)昼間 柴田 寿雄 

２ さくらんぼ会 ヨガ教室 月２回(火)昼間 岩井 典子 

３ 伏見絵画同好会 絵画 月２回(火)昼間 落合 敏和 

４ パッチワーク同好会 パッチワーク 月２回(木)昼間 後藤 貴代子 

 ５ わたぼうし 絵手紙 月１回(金)昼間 平林 幸子 

 ６ さくら会 料理･手芸など 月１回火昼間 加藤 ヒサヨ 

 ７ 伏民研「遊粋」 民謡・三味線練習 月２回(日)昼間 羽賀 真亀夫 

 ８ キッズダンスるんるん 社交ダンス 月２回(土)昼間 上野 清美 

 ９ エコニコプロジェクト 親子サークル 不定期 後藤 香代里 

１０ つなぐの会 親子サークル 不定期 大葉 浩子 

１１ みたけ太極拳 太極拳 月２回(土)昼間 福島 早苗 

１２ 蓮花 太極拳 月２回(土)昼間 福島 早苗 

１３ こどもの庭 親子サークル 月４回 園田 智子 

１４ 新生会 生け花研究会 不定期 平林 節子 

１５ 伏見もりあげ隊 伏見宿マルシェ開催 月０，５回(日) 藤井 佳子 

１６ ポテトクラブ 料理教室 月１回(木)昼間 鈴木 宜江 

１７ ふしみすまいるパン教室 お菓子・パン教室 月１回(土)昼間 山田 美絵 

 

１ あすなろ会 大正琴 第２・４(金)午前 可児 七生 

２ 伊勢型紙同好会 伊勢型紙 第３(土)午後 下野 久子 

３ せせらぎ会 ３Ｂ体操 第２・４(水)午前 鈴木 栄子 

４ 御嶽そば打ち同好会 そば打ち 第２(火) 夜 伊藤 一歳 

５ ＢＥ－ＰＯＰみたけ 小学生のダンスクラブ 毎週(土)午前 三品 由美子 

６ ほのぼの絵手紙 絵手紙 第２・４(土)午前 小倉 喜美子 

７ コーラス同好会 童謡、唱歌、日本の名曲 第３(金) 午後 山田 君子 

８ D―kid`s Dance 園児ダンス 毎(水) 午後 横田 博美 

９ みたけハレ・オハナ・フラ教室 フラダンス 毎１・２・３(木)午前 佐藤 文香 

１０ 手ごねパンとお菓子教室 パンお菓子 第３(金) 午前 山下 喜代美 

１１ ファイン・マジック・クラブ マジック(同好会育成) 第３(土) 夜 田中 忠雄 

１２ NEW  MKA12 愛好会 折り紙 第２(木) 午前 松山 恵美子 

１３ ベビー手話 ベビー手話 第２・４(火)午前 伊佐治百合子 

１４  盆踊り盛り上げ隊 盆踊りの練習 第１(日)午後 松木 里絵 

時間等の詳細は、下記の各公民館におたずねください。 

上之郷公民館 67-0017  御嵩公民館 67-0507   中公民館 67-4841 伏見公民館 67-0502 


