
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「H28年度登録団体」
紹介・メンバー募集 

文化創造センターからのお知らせ 
行事予定（５月後半・６月） 

文化創造センター 
図書室だより 

1 

【発行】宍粟市教育委員会 社会教育文化財課「波賀生涯学習事務所」波賀町上野 235番地 TEL75-2241/FAX75-2981 

―メイプル― 

波賀の生涯学習活動の様子をみなさんにお届けします 

月号 

今年度も、豊かな生き方・健康・歴史・文化・環境・科学・

芸術・地域づくりなど、様々なテーマについて、仲間と楽

しみながら学ぶことができる講座を計画しています。「メ

イプル大学」「かえで学園」は随時募集していますので、

波賀生涯学習事務所までお申込みください。 

《お問い合わせ・申込み先》波賀生涯学習事務所（市民センター波賀内）TEL：75-2241 

対象…市内在住・在勤の成人

●受講料 2,000円／年間（※研修旅行は別途） 

●年間９回（基本的に午後７時３０分～） 

●通算２６回以上出席で「卒業証書」を授与 
 

対象…メイプル大学・旧町民大学卒業生

●受講料 2,000円／年間（※研修旅行は別途） 

●年間１０回 

●年間６回以上出席で「修了証書」を授与 

●「掘り起こそうわがふるさと」の発行 
 

対象…市内在住の方

（開講予定講座）英会話教室・パソコン教室 

対象…市内在住満６０歳以上の方

●受講料 

2,000円／年間（※研修旅行・映画鑑賞は別途） 

  1,000円／年間（※クラブ希望者・道具代等別途） 

●年間１０回（午前１０時～） 

●年間７回以上出席で「修了証書」を授与 

◆はじめてみませんか「生涯学習」◆ 

メ イ プ ル 大 学 ・ メ イ プ ル 大 学 院 

 

 

演題：「人形や玩具にみる子育ての習俗」 

講師：日本玩具博物館 

主任学芸員 尾崎 織女 さん 

平成２８年５月２４日（火） 

市民センター波賀 ホール 

午後７時    ～ 入学式・開講式 

午後７時３０分 ～ 記念講演 

～ 平成２８年度 ～ 

メイプル大学「入学式」・メイプル大学院「開講式」 

「記念講演」のご案内 

記念講演は「メイプル大学」

受講生以外の方でも入場で

きます。お誘いあわせのう

えぜひご来場ください。 

入場料 ５００円 
（メイプル大学・大学院の受講生は不要です） 

（公開講座） プロフィール＊＊＊＊＊＊＊＊ 

尾崎 織女（おさき あやめ） 

神戸大学教育学部を卒業され、（財）海外子女教育振

興財団を経て１９９０年より、日本玩具博物館 学芸

員として活動されています。 

（宍粟市民大学対象） 



 

№ 団体名 代表者名 活動日 活動内容 

1 波賀町こども茶華道教室 鶴田あけみ 

茶華道 第１・2・3金曜日 
1６：00～21：00 

華道のみ 第 2土曜日 

   10：00～15：00 

子どもを対象にした茶華道教室 

2 絵画教室 波瑠（パル） 北條哲子 
第２・４木曜日 

19：30～21：00 
油絵制作 

3 JA女性会スプーンの会 幸福佐紀子 
第４金曜日 
19：00～20：30 

料理教室 

4 波賀謡曲同好会 松本繁信 
毎週水曜日（月３回） 

17：00～19：00 
謡曲の学習・発表 

5 手話サークルさち 福澤明美 
第１・２・３火曜日 
19：30～21：00 

手話の勉強会 

6 波賀町将棋同好会 岡田建彦 
第１・３木曜日 

13：00～17：00 
将棋の練習・研修会 

7 姫路正絃社波賀教室 早川景子 

第 1・3木曜日 

13：00～16：０0 

第 2・4木曜日 
   10：00～16：00 

伝統文化の継承と邦楽の発展（箏曲） 

8 
ＪＡ女性会大正琴 

ハートフルフレンズ 
森下益子 

第１・３火曜日 

13：30～15：30 
大正琴の練習・発表 

9 波賀民謡会 來村武史三 
第２・４木曜日 
14：00～16：00 

民謡の練習 

10 波賀三味線教室 城下清美 
第２・４金曜日 

14：00～16：00 
三味線の練習 

11 健生会リフレッシュ教室 小倉君子 
毎週水曜日 
9：30～11：30 

健康体操 

12 メイプルタウンクラブ 松本貞人 不定期 地域振興・活性化会議 

13 フォレストスピリッツ 石戸良和 
毎週火・水曜日 
19：00～22：00 

音楽活動 

14 フラワードール 大柿文子 
毎週水曜日 

19：30～21：30 
社交ダンスの技術習得 

15 健生会アップル教室 藤原晶子 
毎週木曜日 
19：30～21：30 

健康体操 

16 健生会水仙教室 小林登美子 
第１・３木曜日 

9：30～11：00 
心と体の健康体操 

17 波賀俳句会 上垣迪雄 
第３日曜日 
13：30～15：30 

俳句の学習・発表 

18 銀線七宝瑠璃の会 古野一惠 
第１金曜日 

9：00～17：00 
七宝工芸創作・発表 

19 波賀囲碁同好会 岡田周三 
第３水曜日 
13：00～16：00 

囲碁の練習・研修会 

20 波賀陶芸教室 赤松美知子 
毎週木曜日 

19：30～21：30 
陶芸作品の製作 

21 押し花同好会 松本綾野 
第３土曜日 
10：00～16：00 

乾燥草花を使った作品の製作 

22 波賀太鼓クラブ 中田浩一 
不定期 水・金曜日 

19：00～22：00 
和太鼓の練習と演奏 

23 コーラスレインボー 藤原由美子 
第２・４土曜日 
13：00～14：30 

コーラス教室 

市民センター波賀・波賀文化創造センター・ひまわりの家を活動拠点として、自主的に文化・体育・

レクリエーション・ボランティアなどの生涯学習をされている「登録団体」があります。新しい趣味

やお友達をつくるチャンスですので、一度活動をご覧になりませんか。詳しくは「波賀生涯学習事務

所」または団体の代表者の方までお問い合わせください。 

平成２８年度「登録団体」の紹介 

グループ活動 紹介コーナー 
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セ／市民センター波賀 文／文化創造センター 

詳細、時間等はお問い合わせください 

２１日（土）お母さん文庫／文 

２４日（火）平成２８年度メイプル大学「入学式」・ 

大学院「開講式」並びに記念講演／セ 

行政相談（企画総務部総務課）／セ 

２６日（木）かえで学園第２回講座／市外 

２８日（土）移動図書館あおぞら文庫／波賀町内 

３１日（火）波賀支部子ども会役員会／セ 

波賀中学校２年生「トライやるウィーク」 

（～６月３日（金））／文 

４日（土）お母さん文庫／文 

５日（日）波賀文化協会作品展「第19回波賀のかおり展」 

              （～１８日（土））／波賀市民局 

８日（水）波賀中学校区育成委員会／セ 

９日（木）かえで学園第３回講座／波賀小学校 

１１日（土）子ども映画会／文 

１４日（火）英会話教室／セ 

１８日（土）お母さん文庫／文 

２３日（木）メイプル大学第247回講座・大学院第2回講座／市外 

２５日（土）移動図書館あおぞら文庫（波賀町内） 

２６日（日）子ども会波賀支部親善球技大会／ﾒｲﾌﾟﾙｽﾀｼﾞｱﾑ 他 

２８日（火）英会話教室／セ 

行政相談（企画総務部総務課）／セ 
１日（水）移動図書館あおぞら文庫（学校巡回） 

人権相談（まちづくり推進部人権推進課）／セ 

３日（金）波賀生推協「地域づくり学習推進委員研修会」 

（波賀市民局まちづくり推進課）／セ 
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波賀文化創造センター 

か ら の お 知 ら せ 

毎月第４土曜日に、移動図書館車“ささゆり号”が巡回しています。約１８００冊の絵本や小説

などの本を乗せて下記の開設場へおうかがいしますので、お気軽にのぞいてみてください。リク

エストも受け付けています。（※“ささゆり号”の到着が予定より遅れる場合があります。） 

 
 自治会 開設場所 開設時間 

午 

前 

日見谷 日見谷コミュニティーセンター前 午前１０：００～１０：２０ 

谷 谷多目的集会所前 午前１０：２５～１０：４５ 

斉木３区 斉木自治コミュニティーセンター前 午前１０：５５～１１：０５ 

水谷 水谷公民館前 午前１１：１０～１１：３０ 

午 

後 

道谷 道谷公民館前 午後 １：００～ １：２０ 

戸倉 戸倉自治コミュニティーセンター前 午後 １：２５～ １：４５ 

鹿伏 鹿伏公民館前 午後 １：５０～ １：５５ 

引原 引原公民館前 午後 ２：００～ ２：０５ 

音水 音水農産物直売施設前 午後 ２：１０～ ２：１５ 

日ノ原 日ノ原消防詰所前 午後 ２：２０～ ２：２５ 

原 原公民館前 午後 ２：３０～ ２：５０ 

原有賀 原有賀公民館前 午後 ２：５０～ ２：５５ 

野尻 旧野原小学校駐車場 午後 ３：００～ ３：０５ 

飯見 飯見公民館前 午後 ３：１０～ ３：３０ 

 

毎月（８月を除く）第１・３土曜日の午

後３時から波賀文化創造センターで活

動されています。紙芝居や絵本の読み聞

かせのほか、季節のイベントがある時は

工作などもされています。みなさんも一

度参加してみませんか。 

昨年の七夕会の様子 

お待ちしています！ 



◆波賀文化創造センター４月利用者数◆ 

 

 

【開館時間】午前９時から午後５時まで 

【休館日】月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合はその翌日火曜日も）・国民の祝日・年末年始（１２月２８日～１月４日） 

 

◆  
 

月
の
開
館
日 

◆ 

開館日数     ２５日 

入館者数    ２８７人 

本をかりた人  １６２人 

借りた冊数   ４３７冊 

（うち児童書数 187冊） 

研修室・視聴覚利用者数 ２５人 

 

６ 

◇新着図書のご紹介 ☆新着図書の一部をご紹介します☆ 

『おばけやしきにおひっこし』 

カズノ・コハラ / 作  

石津ちひろ / 訳 

◇子どもの本紹介 

町はずれにあるおやしきに、マージョリィがねこのオスカーとひ

っこしをすることになりました。とってもすてきなたてものだけ

ど、ここにはひとつひみつがあるの。それは、ここが…「おばけ

やしき」ってこと！マージョリィたちはどうするのかな？ 

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   
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◇絵本の読み聞かせ 

★お母さん文庫★ 

６月 ４日（土）午後３時～ 

６月１８日（土）午後３時～ 

※紙芝居や絵本の読み聞かせ

をします。 

◇あおぞら文庫 

★あおぞら文庫★ 

５月 2８日（土）午前 10時～ 

※移動図書館「ささゆり号」

で地域を巡回します。 

書  名 著者名 書  名 著者名 

海は見えるか 真山仁 手軽に作れてキレイに効く！みそまる 藤本智子 

うめ婆行状記 宇佐江真理 人気店のおつまみ決定版 世界文化社 

ワンダフル・ワールド 村上由佳 おむすびレシピ１４０ しらいしやすこ 

神剣 葉室麟 老舗乾物問屋 乾物上手レシピ 植松美恵子 

たましいの地図 江原啓之 満腹！ガツン弁当 小林まさみ 

思考停止をという病 苫米地英人 初めてでもすぐに楽しめるゼンタングル 野村純子 

京町家・杉本家の京の普段づかい 杉本節子 子どもがよろこぶ野菜のおかずスープ 島田まき 

ときめく猫図鑑 今泉忠明 いますぐ吹けるオカリナ曲集 全音楽譜出版社 

遊んでしつける愛犬トレーニング 80 ソフィーコリンズ 季節の製作あそびとプレゼント工作 阿部直美 

 

（TEL：７５－３６８８） 

図書室 
 だより

   文化創造センター


