
 

センターいちのみやへつながる坂道の桜並木が今年も満開の花を咲かせ、私

たちの心を和ませてくれています。４月１日には、新元号が「令和」と発表さ

れ、青く澄み渡った朝にこの桜坂を上ってくると、この道が新時代へ繋がる道

のように感じました。 

「令和」の意味にも込められているように、センターいちのみやへ来られる

お一人お一人が明日への希望とともに、それぞれの花を咲かせることができる

場所となるように、今年度も職員一同努力してまいりますので、ご支援をいた

だきますようお願い申し上げます。 

 さて、一宮生涯学習事務所では、誰もが参加でき、生きがいをもって学べる生

涯学習をめざし、今年度もさまざまな生涯学習講座や講演会を企画し、学習の

機会や情報を提供していきます。ぜひ、ここでの学習活動を通じて新しい可能

性を見つけ、新たな自己を発見する喜びを感じてください。 

生涯にわたって、学び、活動することの楽しさや喜びを得て、これを仲間と共

有することで、家庭や職場や地域を生き生きと活気あふれるものにし、社会の

活力の維持・増進を図ることができます。そして、学習を通じて得た知識や技能

を地域の課題解決やさまざまな地域活動などに活かしていける生涯学習の推

進、まちづくりをめざしていきます。 

今年度も、たくさんの皆様にセンターいちのみやをご利用していただきます

ようお願い申し上げまして、新年度のごあいさつとさせていただきます。 

  

【休館日】月曜日・祝日 

※月曜日が祝日の場合は、 

翌火曜日も休館となります。 

【開 館 時 間】  

 

18：00 ～ 22：00

《 図書室 》

9：00 ～ 17：00

《 貸　館 》

  9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

４　 月 ×は休館日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

５　 月 ×は休館日

日付 ５月１８日（土） 
場所  センターいちのみや 
 

入学式・開講式 午前９時 30 分 から 

記念講演 午前 10 時 から 

記念講演 
「 ～ オリンピックに携わって ～ 

世界の国旗、地球を結ぶ わたしたちの旗 」 
 
講師 吹浦 忠正 さん（国旗の専門家） 

一宮生涯学習事務所 
職員紹介 

 

所長 

水口 惠子 
 

主事 

是兼由季子 
 

生涯学習専門員 

中尾 久幸 
 

臨時司書 

宮本 生実 
 

事務補助員 

上杉 瑠美 
 

施設管理員 

赤松 敬三 
池渕 重美 

４月２９日から５月６日

まで、ゴールデンウィーク

のため休館とな り ま す 。 
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宍粟市教育委員会社会教育文化財課 
一宮生涯学習事務所（センターいちのみや内） 

TEL 72-2330 /  FAX 72-0541 

宍粟市一宮町東市場 387-9 

いわみ学園入学式・開講式のご案内 

 
 

ゆ う ゆ う ゆ  

 新年度スタートにあたってのごあいさつ  

 一宮生涯学習事務所 所長 水口惠子  



2019 年度の登録団体が、新たな参加者を募集中です！ 
※ 詳細は各団体に直接お問合わせください。 

生涯学習書道教室 
  

一宮生涯学習事務所では、センターいちのみやを拠点に定期的に活動されている団体やサークルを

支援しています。この制度で認定された団体が「登録団体」です。 

放課後こども教室  
宍粟市では、子どもたちを心豊かに育む地

域づくりを推進するために、地域やボランテ

ィア団体のご協力により、放課後や休日にお

ける「放課後子ども教室」を実施しています。 

今年度も 子どもの安全で健やかな居場所

を確保し、勉強やスポーツ、文化活動、地域

住民との交流活動などの取組を充実させる 

ため、活動団体を募集しています。年齢・性

別・活動の場所は問いません。 

 

協力していただける方（団体）は 

 ５ 月 １７日（金）までに 

 下記へ ご連絡ください。 

 

一宮生涯学習事務所内 

(一宮放課後子ども教室運営委員会事務局) 
 

TEL 72-2330 / FAX 72-0541 

毛筆を使って文字を書く「書道」の魅力は、紙と

墨による白と黒のコントラストが生み出す独特の

美にあります。また、硯に向かって心静かに墨を

すり、集中して「書」を書くことで自然に身が引き

しまり、心が澄み渡るような気持ちになります。 

このように奥の深い魅力をもつ「書道」を始め

ませんか。 

 

開講日  ５月 14 日 火曜日 
 

日 時  第２･４火曜日（全２２回） 

※内 11 回は自主活動 

午後１時３０分～午後３時３０分 
 

場 所  センターいちのみや 
 

講 師  大谷 忠子 さん 
 

受講料  年間 4,000 円 

（別途自主活動費・材料費必要） 
 

申込受付 
 

一宮生涯学習事務所（センターいちのみや） 

TEL 72-2330 / FAX 72-0541 

年２回の発表会に向けて、みんなで仲良く
和気あいあいのグループです。ぜひ練習を
見学に来てください。

毎週火曜日（月４回）
　20：00 ～ 22：00

500円／月
杤尾　隆治
℡74-0655

家事と仕事のあいまをぬって合唱の練習を
しています。どなたでもご参加ください。

毎週金曜日
　19：30 ～ 22：00

2,000円／年
橋本　憲子
℡72-0325

演奏会と地域イベントに向けて練習をして
います。
管楽器･打楽器メンバー募集中です。

毎週水･土曜日
　18：00 ～ 21：30

大人2,000円/月

学生1,000円/月

高校生500円/月

西川　真衣
℡090-5156-8113

音楽遊びをとおして人間の成長に欠かせな
い社会性、創造性、感受性を育みます。
リトミック研究センターディプロマB取得
講師２名で指導します。

毎月第３土曜日
　9：00 ～ 12：00
　 ０･１才児　9：10 ～
 　２･３才児 10：10 ～
 　４･５才児 11：10 ～

500円／月
秋田　多佳子
℡72-0273
　090-7492-7477

歌おう会

宍粟市
吹奏楽団

わくわく
リトミック

杉の実コーラス

団体名 活動内容 活動日時 会費 申込・問合せ先



墨の持つ魅力と濃淡で遠近感を表現し、四
君子風景画俳画を描いてみませんか。誰で
もお待ちしています。

毎月第２･４木曜日
　13：30 ～ 16：00

2,000円／月程度
仲井　忠義
℡72-1449

心を彩る仲間たちで練習しています。
小さい作品から大作まで熱心に楽しい一時
を過ごしています。入会しませんか？

毎月第４土曜日
　13：00 ～ 16：00

500円／月
2,000円／年

中村　珠子
℡72-1370

和紙の素材を生かして季節の花や風景を制
作しています。
初めての方でも気軽に楽しめます。

毎月第１土曜日
　13：30 ～ 16：00

なし
 (材料代実費）

上山　紀子
℡72-0513

編物･パッチワーク･カバン･のれん･布絵
などを制作します。

毎月第２･４木曜日
　13：00 ～ 15：30

1,000円／月
（材料代実費）

糺　志津子
℡72-1018

食器等の小物から、花器、置物などの大物
まで自由に陶芸を楽しんでいます。材料や
道具は各自持ち込みです。

毎週水曜日
　13：00 ～ 16：00

なし（材料持込） 大上　正文
℡74-1209

日常生活に使用できる、食器を中心とした
陶芸作品の制作を楽しんでいます。興味の
ある方、ぜひ見学に来てください。

毎月第２･３火曜日
　19：30 ～ 22：00

１月と８月は第３火曜のみ
　19：00 ～ 22：00

6,000円／月
秋田　里美
℡72-1306

各自が自作の短歌を持ち寄り歌評をしあ
い、楽しみながら学び合っております。
お仲間を募集しております。

毎月第４水曜日
　13：00 ～ 15：30

10,000円／年
大谷　忠子
℡74-1045

月一度の句会及び勉強会では、分かりやす
く指導しています。さらに電話、文通、個
人面談も希望があれば行っています。紙と
鉛筆があれば誰にでもできる。一番安上が
りな文芸・俳句を一緒に学びましょう。

毎月第３日曜日
　13：00 ～ 15：00

3,000円／年
岩神　刻舟
℡74-0660

デジカメで手軽に写真を楽しみませんか。
月１回の学習会と年５回の野外撮影会に出
かけましょう。

毎月第１木曜日
　14：00 ～ 16：00

3,000円／年
八木　健一
℡090-7367-5423

池坊の生け花教室です。
毎週木曜日に活動しているので興味のある
人はのぞいてみてください。

毎週木曜日
　18：00 ～ 21：00

4,000円／月
川戸　美津保
℡74-1127

心と体のリフレッシュ、リラックスできる
場所をめざして、月2回ユルーく、楽しく
ヨガをしています。

毎月第２･４金曜日
　19：30 ～ 21：00

500円／月
岸根　翠
℡090-5643-7545

太極拳のゆっくりとした動作の習得をめざ
し、楽しく活動しています。この他にも
剣、今年は梅花扇にもチャレンジします。

毎月第１･３土曜日
　9：00 ～ 11：00

毎月第２･４木曜日
　18：30 ～ 20：00

3,000円／月
溝脇　宗哉
℡72-1281

オカリナ演奏ができるよう技術を習得し、
地域でのボランティア活動をめざしてい
る。

毎月第１･３火曜日
　13：30 ～ 15：30

500円／年
上川　絹子
℡74-0462

 乙女の会
毎週火曜日
　13：00 ～ 14：30

2,500円／月
西岡　卓子
℡74-1258

 中央教室 毎週水曜日
　19：00 ～ 20：30

2,500円／月
西垣　浩子
℡74-0625

 神戸教室

（椿）
毎週木曜日
　19：30 ～ 21：00

2,500円／月
仲井　洋子
℡72-1808

 神戸教室

（昼）
毎週金曜日
 　9：30 ～ 11：00

2,500円／月
柴田　京子
℡72-0473

 指導員 指導員の研修・教室の活動行事の計画 第１･３･４土曜日
　9：00 ～ 17：00

なし
下村　美由紀
℡72-1513

 水仙教室
個別対応教室。右記曜日から月2回。
1回45分間。要予約。

毎週火･水･木･金･土曜日
　9：00 ～ 12：00
毎週火･水･金曜日
　13：00 ～ 19：00

2,000円／月
伊藤　牧
℡63-0715

健康体操で、日々の生活が健康で元気で快
適であるように、そして豊かな幸せな人生
を送るためにお手伝いをしています。
見学・体験はいつでもできますので連絡し
てください。

写真教室

生け花教室

ヨガ部

太極拳教室

オカリナ

体
と
心
の
健
康
体
操

 俳句を
楽しむ会

水墨画教室

 絵手紙教室
はなさき会

 ちぎり絵サークル
一宮

 手芸・
パッチワーク

陶芸サークル
どんぐり

陶芸サークル
かわらけ

こぶし短歌会

団体名 活動内容 活動日時 会費 申込・問合せ先  

 

  



 
  

 

 
  

 

書   名 著者名 書  名 著者名 

姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷美雨 傲慢と善良 辻村深月 

続 横道世之介 吉田修一 狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか エリ・H・ラディンガー 

木曜日の子ども 重松 清 ワンダー R・J・パラシオ 

魔眼の匣の殺人 今村昌弘 もうひとつのワンダー R・J・パラシオ 

あちらにいる鬼 井上荒野 お金の流れで読む日本と世界の未来 ジム・ロジャーズ 

お茶壺道中 梶よう子 「秋田のターシャ」と呼ばれて 佐々木利子 

父と私の桜尾通り商店街 今村夏子 お花とパールのやさしいアクセサリー ― 

場所 はりま一宮学童保育所 

時間 ９時１５分～９時４５分 

↓ 

場所 能倉公民館 

時間 １０時００分～１０時３０分 

↓ 

場所 
一宮北学童保育所 

一宮北こども園 

時間 １１時００分～１１時３０分 

↓ 

場所 センター繁盛 

時間 １２時００分～１３時３０分 

↓ 

場所 ハリマ農協（みかた営業部） 

時間 １３時４５分～１４時１５分 

↓ 

場所 センター下三方 

時間 １４時３０分～１５時００分 

今月のテーマ ～イメージチェンジ～ 

４月から新生活をスタートさせる方！そう

でない方も新しい自分探しをしませんか？ 

◆『季節を感じる配色パターン』 

◆『大人のジュエリールールとコーディネート』 

◆『bonponのプチプラ着こなし便利帳』 

◆『コンプレックスを個性に変える』 

◆『大人のヘアスタイル BOOK』 

◆『メンズファッションの解剖図鑑』  

ほか 

日時：４月２８日（日） 

午前 10 時３０分～１１時 

場所：センターいちのみや ２階和室 

たのしい絵本の読み聞かせをします。 

申し込みはいりませんが、時間におくれないよう

お越しください。 

５月１１日（土） ／ ６月１５日（土） 

※毎月、第 3 土曜日です。5 月は第２土曜日です。 

運行状況により、予定時間が前後することが

あります。また、やむなく中止する場合には、

しーたん放送でお知らせします。 


