
   
                           

 

                              

   

    

 

     
   

  

 

 

  

     

    
 

                                                 

 

 

 

名島公民館だより 
人権は 住みよい社会の 基礎づくり 

    電話 ６８１－０１５５ 

２０２１・４月号 
令和３年３月２５日発行 
 

 
４月はお休みします。 

 

 

 
 

 

ゴールデンウイークの臨時休館について 
３～５日に利用申込がない場合は，臨時休館します。 
申込は 4 月 26 日(月)17 時までにお願いします。 
 

臨時休館のお知らせ 
4月２９日（木）、5月2日(日)は臨時休館いたします。 

 

子育てママのフリースペース「なかよしサロン」 
子育て中のママにほっとできる時間と場所です 
対 象 ０歳～就園前の幼児と保護者 
日 時 ４月 13 日・27 日（第 2、第 4 火曜日） 
     午前１０時 30 分～11 時 45 分 
場 所 名島公民館 681-0155 
申 込 ★4 月 13 日予約（８組） 
      ４月 5 日（月）10 時より電話受付 
    ★4 月 27 日予約（８組） 
      ４月 19 日（月）10 時より電話受付 
 

 
 
 

 

   《 土曜日の午後カフェ 》 
～落 語～ で楽しい時間をお過ごしください！ 

日 時 4 月 24 日(土) 13 時 30 分～15 時 

講 師 アマチュア落語家 粗忽家 勘心 氏 

場 所 名島公民館 681-0155 

申 込 事前予約が必要です。（先着 20 名） 
     ４月 1０日（土）10 時より電話受付 
 

  《 土曜日の午後カフェ 》 
～ 西部ガス大人パン教室  ～ 

日 時 5 月 8 日(土) 10 時～13 時 

講 師 西部ガス（株） 

場 所 名島公民館 681-0155 

参加費 300 円（当日集めます。） 

申 込 事前予約が必要です。（先着 15 名） 

     ４月 26 日（月）10 時より電話受付 
 

新公民館館長着任のご挨拶 
はじめまして。今年度より名島公民館長に就任すること

になりました。 
校区の皆様には常日頃から、公民館活動に対し深いご理

解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 
この名島校区は、一小一中の一貫した教育環境のもとに

あり、子育て世代の方々から孫世代に目を注いでいただく
高齢者の方々まで、一体となって交流を深め、しっかりし
たコミュニティを構築していただいています。 
そのような中、公民館も多くの活動の場として、また交

流の場として、地域の皆様に愛され活用されてきているこ
とを身近に感じてきました。 
そしてそれらを推進してこられた歴代の館長、主事、ス

タッフの皆様には偉大なものを感じているところです。 
私自身不慣れで、多くの不安を抱えてのスタートではあ

りますが、校区の皆様方の協力をいただき、今まで同様に
公民館の役割が果たせるよう努めてまいりたいと思ってい
ます。今後ともご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げ、
挨拶とさせていただきます。 

                      名島公民館館長  池尻 淳一 

 

                             

 

お 詫 び 
３月号で吉村前公民館館長のお名前を光弘様と掲載し

ましたが、吉村弘光様の間違いでした。お詫びして訂正い
たします。関係者の方々にご迷惑をおかけいたしました。 

曜 サークル 活　動　時　間 会　　費　 代　表　者 電　　　話 活　動　週
絵手紙・水彩画 10：00～12：00 月　2,500円 小串　日佐子 ６６１－５３１６ ２・４
リノフラ　オハナ（フラダンス） 10：00～12：00 月　2,500円 中村　智美 ０９０－９４９１－８３３７ １・２・３
ナツメロ 13：00～15：00 月 　 100円 永井野  守 ０９０－１３４０－２２８０ １・２・４
名島社交ダンス 13：00～15：00 月　2,500円 安江　雅子 ６７１－５４６２ １・２・３・４
健康麻雀クラブ 17：00～21：00 月　　500円 大和　数美 ０９０－１５１７－７９６５ １・２・３・４
スローヨガビクス名島　ｎｉｇｈｔ 19：00～21：00 月　3,000円 笹田　江利 ０９０－４７７３－２５２７ １・２・３・４
真美健康体操 19：00～21：00 月　2,000円 木下　春美 ０９０－９６５７－３３３３ １・２・３・４
シェルジンジャー名島 10：00～12：00 月　2,000円 今泉　蔦江 ６６２－３８６３ １・２・４
謡和会　謡曲（観世流） 13：00～15：00 月　1,000円 青柳　宏行 ６７１－５６０９ １・２・３・４
ハウロハ・フラ 13：00～15：00 月　2,000円 中村　洋子 ０９０－１９２８－７９０７ １・２・３
カラオケ友の会 13：00～15：00 月　　500円 大坪　耕一郎 ６７２－２９０３ １・２・３・４
リノフラ　オハナ（親子フラダンス） 17：00～19：00 月　2,500円 中村　智美 ０９０－９４９１－８３３７ １・２・３
スローヨガビクス名島 10：00～12：00 月　3,000円 大里　真由美 ０９０－７９２５－６２１４ １・２・３・４
婦人卓球(午前) 10：00～12：00 月　1,500円 平石　良子 ６７１－７８６８ １・２・３・４
婦人卓球(午後) 13：00～15：00 月　1,000円 赤金　芙美子 ６７１－８４５９ １・２・３・４
洋裁教室 13：00～15：00 月　　500円 福井　牧子 ０９０－９４０５－１７３５ １・２・３・４

ｓｕｃｒｅ 13：00～17：00 月　　500円 三舩　世里子 ６７２－３１４０ ２
ぴよぴよザウルス（乳幼児） 10：30～12：00 月　　200円 豊増　奈月 ０９０－９５７１－０７４８ ２・３・４
成人ギター 10：00～12：00 月　2,500円 西川　幸司 ０９０－３８７５－０６３７ １・２・３・４
らくらく３Ｂ体操 10：00～12：00 月　2,500円 森下　典子 ６６３－４１８６ １・２・３
楽々書道会 13：00～15：00 月　1,７00円 木下　春美 ０９０－９６５７－３３３３ １・３
書　　道 13：00～15：00 月　2,500円 広瀬　千代子 ０９０－８７６１－９６３６ １・２・３
茶道（表千家） 13：00～17：00 月　2,500円 明石　ヤス子 ０９０－６７７５－０８０６ ２・４
囲碁クラブ 13：00～17：00 年　　500円 早原　恒良 ０９０－５３８４－３８６９ １・２・３・４
麻雀教室（初心者） 13：00～17：00 月　1,000円 吉岡　勝 ０９０－２５０２－００４１ １・２・３・４
青少年ギター 16：30～20：00 月　1,000円 宗  迪子 ６７２－３４６２ １・２・３・４

astyle　キッズダンス 13：30～15：30 月　2,000円 増田　由美 ０８０－８４７９－４１１５ ２・４
ソロギターと弾き語りギターの会 17：00～19：00 　　　  　0円 藤原　健一 ０９０－５９３９－０７９１ １・２・３・４
名島軽音楽部 17：00～21：00            0円 若狭　淳一 ０９０－３４１７－８５００ ２・４

曜 サークル 活　動　時　間 会　　費　 代　表　者 電　　　話 活　動　週
月 実用書道教室 10：00～12：00 月　　500円 柳田　榮 ６６２－３３８２ １・２・３・４
木 老人いこいの家　囲碁クラブ 13：00～17：00 　　　  　0円 綿井　修 ６７１－７５２１ １・２・３・４

2021年度　名島公民館サークル

2021年度　名島いこいの家サークル
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