
 

  

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 

2018 年 

◎事務補助員◎ 

上杉 瑠美 

センターいちのみやから見渡す山々の森林の緑があざやかな好季節となってま

いりました。 

 4 月は新しい出会いと始まりの季節です。今回の人事異動により、一宮生涯学習

事務所（センターいちのみや）へ、新しく 2 名の職員が着任しました。 

前任の職員同様、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、一宮生涯学習事務所では、今年度もさまざまな生涯学習講座や講演会を企

画しています。『出会い、学び、伝え合う喜び』を感じることができ、人と人とが

つながり、心豊かな生活が送れるきっかけの場となるような事業を展開したいと思

っています。 

 生涯学習と聞くと、難しいと感じられるかもしれませんが、何事も新しく知るこ

とは、日頃の生活の中のヒントにもなり、生きていく力にもなります。ひとりひと

りが生きがいを感じ、人とのつながりを大切にした生涯学習の推進、そして、まち

づくりをめざして努める所存です。 

 西岡教育長は、新年度の訓示で「高下在心」という言葉を私たち職員へはなむけ

として贈ってくださいました。「事が成るか成らぬかは、日頃からの心がけ次第で

決まる。高くするのも、低くするのも自分の心がけ次第。」この言葉を胸に、今年

度も、たくさんの方が笑顔で元気にセンターいちのみやをご利用していただけるよ

うに職員一同努力してまいりますので、ご支援を賜り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。 

一宮生涯学習事務所 所長 水口惠子 

◎生涯学習専門員◎ 

中尾 久幸 

※当日受付・いわみ学園生は無料です。 

◎臨時司書◎ 

宮本 生実 

赤松 敬三 

池渕 重美 

◎施設管理員◎ 

５月２０日(日) 

センターいちのみや 

入学式・開講式  

   午前９時～ 
記念講演 

   午前１０時～ 
※駐車場に限りがありますので、できるだけ乗り合わせてお越しください。  

 

【記念講演公開講座】 

講師 
髙 英起さん 

演題 

わかりやすく解説」 

受講料 ５００円 

ジャーナリスト 

「謎の国・北朝鮮を 



活　動　内　容 活　動　日　時 会　費 申込・問合せ先

乙女の会
毎週火曜日
13:00～14:30

2,500円／月
西岡　卓子
TEL　74-1258

中央教室
毎週水曜日
19:00～20:30

2,500円／月
平岡千恵子
TEL　62-2525

神戸教室（椿）
毎週木曜日
19:30～21:00

2,500円／月
仲井　洋子
TEL　72-1808

神戸教室（昼）
毎週金曜日
9:30～11:00

2,500円／月
柴田　京子
TEL　72-0473

指導員
指導員の研修・教室の活動行事
の計画

第１・４土曜日
13:00～17:00

なし
下村美由紀
TEL　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
11 :30～15:00（火・水）
15 :30～16:30（金）

2,000円／月
伊藤　牧
TEL　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。

団　体　名

体
と
心
の
健
康
体
操

 

  

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。平成３０年度の登録団

体が、新たな参加者を募集中です。登録団体への申込、詳しい活動内容については、各団体の

代表者へお問い合わせください。 

登録団体の紹介と会員募集 

開講日 ５月８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 １階第１会議室 

講 師 大谷 忠子さん 

申込受付 一宮生涯学習事務所(センターいちのみや)TEL (0790)-72-2330／FAX (0790)-72-0541 

※別途、自主活動費、材料費は個人負担になります。 

受講料 年間４，０００円(別途自主活動費、材料費必要) 

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

充実させるということで、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１８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。 



活　動　内　容 活　動　日　時 会　費 申込・問合せ先

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
TEL　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
20:00～22:00

2,000円／年
橋本　憲子
TEL　72-0325

年2回の演奏会と、地域イベント
の参加のための練習をしていま
す。全パート募集しています。

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

保井　哲
TEL
090-6552-3100

音楽遊びを通して人間の成長に
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
9:00～4・5才児
10:00～2・3才児
11:00～0・1才児

500円／月
秋田多佳子
TEL　72-0273

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
TEL　72-1449

毎月第４土曜日、はがき１枚か
らちょっと大きい絵手紙まで季節
感のある作品にチャレンジしてい
ます。ゆかいな仲間で楽しいで
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
TEL　72-1370

和紙の素材を生かして季節の花
や風景を製作しています。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
TEL　72-0513

小物づくり・パッチワーク・編物・布
絵など、自分の希望する作品を製
作します。楽しみながらつくり、また
仕上げれば満足感を味わって楽し
い時間を持ちましょう。初めての
方、お気軽にご参加ください。

毎月第２・４木曜日
13:00～15:30

1,000／月
（材料代実費）

樽本ヒロ子
TEL　72-1357

食器等の小物から、花器、置物
等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
TEL  74-1209

陶芸作品の製作〔フリーカップ、花
瓶、茶器、置物、オブジェ等〕
夏休み中の子どもチャレンジ教室

毎月 第２・３火曜日
19:30～22:00

6,000円／月
秋田　里美
TEL　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
秋田　嘉子
TEL　72-0597

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２日曜日
13:00～16:00

3,000円／年
岩神　刻舟
TEL　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
TEL
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
18:00～20:30

4,000円／月
川戸美津保
TEL　74-1127

心と体のリフレッシュ、リラックス
出来る場所をめざして、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
19:30～20:45

500円／月
岸根　翠
TEL
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、そして今年
は梅花扇にもチャレンジします。

毎月第１・３土曜日
15:00～16:30
(木曜日に実施する場合

18:30～20:00)

3,000円／月
溝脇　宗哉
TEL　72-1281

杉の実コーラス

歌おう会

水墨教室

 絵手紙教室
はなさき会

太極拳教室

陶芸サークル
どんぐり

陶芸サークル
かわらけ

宍粟市吹奏楽団

生け花教室

わくわくリトミック

こぶし短歌会

 俳句を楽しむ会

写真教室

団　体　名

 ちぎり絵サークル
一宮

 手芸
パッチワーク

ヨガ部

 

  



 
  

 

 
  

 

書   名 著者名 書  名 著者名 

百年泥 石井遊佳 魔力の胎動 東野圭吾 

崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 私はあなたの記憶のなかに 角田光代 

居酒屋ぼったくり ９ 秋川滝美 おまじない 西加奈子 

青くて痛くて脆い 住野よる 「おいしさ」の錯覚 チャールズ・スペンス 

騙し絵の牙 塩田武士 地方創生「熱血小学校」の果てしなき挑戦  滝田誠一郎 

【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。 

《 図書室 》

９：００～１７：００

《 貸　館 》

   ９：００～１２：００

１３：００～１７：００

１８：００～２２：００

５月１９日（土）／６月１６日（土） 
※第３土曜日になります。 

場所 はりま一宮学童 三方げんき学童 センター繁盛 

時間 
9 時 15 分～ 

9 時 45 分 

10 時 10 分～ 

 10 時 40 分 

11 時～  

15 時 

 

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、天候などにより、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。 

電話 72-0090  FAX 72-0541 

【発 行】 

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 

TEL 72-2330 
FAX 72-0541 

宍粟市一宮町東市場 387-9 

（センターいちのみや内） 

日時：４月２８日（土） 

午前 10 時 30 分～１１時 

場所：センターいちのみや 

お子さんを対象とした絵本の読みきかせを

します！申し込みはいりませんが、時間に 

遅れないようお越しください。 

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

【お知らせ】 

ゴールデンウィークの休館にあわせ、 

４/１５（日）～４/２８（土）までの間、 

貸出期間は３週間、貸出冊数は１０冊 

に変更します。 


