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【いちのぴあ休館日】 
新型コロナウイルス・インフルエンザ等の 

感染症対策とご協力のお願い 
 

〇 玄関にアルコール消毒を設置しています。ご使用ください。 
 

〇 咳エチケットをお守りください。咳･くしゃみの症状がある人はマスクの着用を 

お願いします。 
 

〇 こまめな手洗いをお願いします。 
 

〇 市民の皆様および職員への感染防止のため、職員がマスクを着用させてい た

だき、業務を行うことがあります。ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

ごあいさつ 
 

4 月に入りました。桜の花も咲き誇り、うららかな好季節を迎えています。 

このたび、ご縁あって一宮生涯学習事務所に着任しました小坂安弘と申し 

ます。よろしくお願いいたします。 
 

「生涯学習」の裾野は広く、文部科学省によると文化活動、スポーツ活動、 

レクリエーション活動、ボランティア活動、趣味の活動など、さまざまな場や

機会において行う学習の意味で用いられます。そのような中、私は「人間に 

とって学ぶこと」とは、豊かな生活を送る礎となるものと思っています。学ん

だ知識や経験が生活をうるおし、少しでも人生の役に立つのなら、その喜びも

またひとしおです。“皆様と共に学びたい！”これが生涯学習事務所職員一同 

の願いです。一宮生涯学習事務所では、いわみ学園や夏休み子どもチャレンジ

教室をはじめ、さまざまなメニューを用意しております。皆様のお役に立てる

よう精一杯お手伝いさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願

いいたします。 
 

なお、昭和 47 年の竣工以来、地域の生涯学習の中核施設として皆様にご利用 

いただきました「センターいちのみや」は 4 月 20 日をもって「一宮市民協働 

センター」にその任務をバトンタッチします。愛称名は『いちのぴあ』。 

“いちのみや”に、仲間を表す英語“ピア”や、理想郷を意味する“ユートピア”を 

掛け合わせた造語です。生涯学習の場のみならず行政機能などを持ち合わせた

仲間づくりの拠点施設として運用しますので、新しい施設もよろしくお願い 

いたします。 

 

一宮生涯学習事務所 所長 小坂 安弘      

よろしくお願いします！ 
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◎ 一宮市民協働センター「いちのぴあ」 窓口：4月 20日から 

 休館日 祝日・年末年始（12/29～1/3） 

 
貸館時間 

9 時から 22 時 

※貸館申込や、使用料金など詳細はお問合せください。 

 
一宮市民局 

8 時 30 分から 17 時 15 分 

閉庁日→土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

 
一宮保健福祉センター 

8 時 30 分から 17 時 15 分 

閉庁日→土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

 
一宮生涯学習事務所 

8 時 30 分から 17 時 15 分 

閉庁日→月曜・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

 ※ 新型コロナウイルス感染対策のため、5 月 6 日(水)まで貸館は中止しています。 

◎ いちのぴあ図書室  5月 10日から利用開始 

 休室日 祝日・毎月末日・年末年始（12/29～1/3） 

 

利用時間 

平日のみ 9 時から 19 時 

※土曜、日曜はこれまでどおり 9 時から 17 時まで 

（いちのぴあ図書室のみ。他館とは開館日･利用時間が 

異なりますので、ご注意ください。） 

 
 

※ 「いちのぴあ」貸館、図書室の利用開始日は、新型コロナウイルス 
感染対策のため変更になる場合があります。ご了承ください。 

18 日・19 日は移転作業
のためお休みします。 

センターいちのみや 
 
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 

 

４月１７日 （金） まで 

一宮市民協働センター「いちのぴあ」 
 
一宮市民局まちづくり推進課生涯学習係 
一宮生涯学習事務所 

 
TEL 72-2330 / FAX 72-1596 
宍粟市一宮町安積 1347-3 

 

４月２1 日 （火） から 

一宮生涯学習事務所が移転します！ 

行政窓口や生涯学習事務所、図書室などの機能が

集まった一宮市民協働センター「いちのぴあ」が

４月 20 日にオープンします。 

利用開始日、利用時間がそれぞれ違いますので下

記の一覧で確認してください。 

一宮市民協働センター「いちのぴあ」 

４月２０日（月） にオープンします。 

 



生涯学習書道教室 

 
  

 
  

 

 

  

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  １9 日（火）までに 

 下記へ ご連絡ください。 
 

一宮市民協働センター内 一宮生涯学習事務所 

一宮放課後子ども教室運営委員会事務局 
 

TEL 72-2330 

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。「書道」を始めて

みませんか？ 

 

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  一宮市民協働センター「いちのぴあ」 
 
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） 
 
  一宮生涯学習事務所 ℡ 72-2330 

移動図書館「ささゆり号」に、小説や絵本をはじめ、料理、手芸、

旅行ガイド、健康など、さまざまなジャンルの本を約 1,800 冊 

のせて、訪問貸出します。 
 

次回の運行日は５月16 日 (土 )になります。 

ぜひお立ち寄りください。 

移動図書館ささゆり号 

ささゆり号停車場所 
 

はりま一宮学童保育所 
9 時 15 分～9 時 45 分 

⇩ 
能倉公民館 

10 時 00 分～10 時 30 分 

⇩ 
一宮北学童保育所/一宮北こども園 

11 時 00 分～11 時 30 分 

⇩ 
センター繁盛 

12 時 00 分～13 時 30 分 

⇩ 
ハリマ農協（みかた営業部） 
13 時 45 分～14 時 15 分 

⇩ 
センター下三方 

14 時 30 分～15 時 00 分 

※ 運行状況により、予定時間が
前後することがあります。 

※ 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。 

 [休室日 ] 祝日・毎月末日・年末年始（12/29～1/3） 

[利用時間] 月曜から金曜：9 時から19 時 土曜・日曜：9 時から17 時 

 

一宮市民協働センター「いちのぴあ」１階に、「いちのぴあ

図書室」が 5 月 10 日(日)オープンします。お楽しみに♪ 

※ 休室日・利用時間が変わりますので、ご注意ください。 

※ 新型コロナウイルス感染対策のため、利用開始日が変更に 
なる場合があります。ご了承ください。 

 



 

杉の実コーラス 
 

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) 

20：15 ～ 22：00 
 

活動費：500 円/月 

杤尾 隆治 ℡74-0655 

歌おう会  
 

家事と仕事の合間をぬって
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
  

活動費：2,000 円/年 

橋本 憲子 ℡72-0325 

宍粟市吹奏楽団  
 

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

 
毎週水･土曜日 

 18：00 ～ 21：30 
 

活動費(月)：大人 2,000 円 
学生1,000 円 高校生500 円 

 
西川 真衣 

℡090-5156-8113 

水墨画教室  
 

墨の持つ魅力を生かし自分
だけの作品を描く楽しさを
学び、基礎描法･四君子画･風
景画･俳画を描いています。
一度見に来てください。 
 

毎月第 2･4 木曜日 
13：30 ～ 16：00 

 
活動費：2,000 円/月 

仲井 忠義 ℡72-1449 

絵手紙教室はなさき会 
 

四季をとおして、身近にある
画題を鮮やかに描いていま
す。一枚に託す想いをだれか
に届けましょう。 

 
毎月第４土曜日 

13：00 ～ 16：00 
 

活動費：500 円/月 
          2,000 円/年 

中村 珠子 ℡72-1370 

ちぎり絵サークル一宮  
 

和紙の素材を生かして季節の
花や風景を表現しています。
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 

 
活動費：なし(材料代実費) 

上山 紀子 ℡72-0513 

手芸・パッチワーク 
 

季節の編み物の作品を作りま
す。ベスト、帽子、セーター、
カーディガン他。 
 

毎月第２･４木曜日  
13：30 ～ 15：30 

  
活動費：1,000 円/月 
       （材料代実費） 

糺 志津子 ℡72-1018 

陶芸サークルどんぐり 
 

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 

 
活動費：なし(材料持込) 

大上 正文 ℡74-1209 

陶芸サークルかわらけ 
  
日常生活に使用できる“器”を
中心とした陶芸作品の制作を
楽しんでいます。自分で作っ
た“器”に囲まれて生活してみ
ませんか？ 
 

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 

活動費：6,000 円/月 

秋田 里美 ℡72-1306 

こぶし短歌会  
 

月１回の短歌会を開催。会員
から提出のあった短歌をみん
なで歌評、また先輩たちより
文法的な指導等を受け、学習
をする。 
 

毎月第４水曜日 
13：00 ～ 15：30 

 
活動費：10,000 円/年 

大谷 忠子 ℡74-1045 

俳句を楽しむ会  
 

月一回の句会。紙と鉛筆があ
れば誰でもできる安上がりな
趣味。普段とは別の脳を使う
のが健康の秘訣。 
 

毎月第３日曜日 
13：00 ～ 16：00 

 
活動費：4,000 円/年  

岩神 刻舟 ℡74-0660 
℡090-1966-0660 

写真教室  
 

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 

 
活動費：3,000 円/年 

 
八木 健一 

℡090-7367-5423 

生け花教室  
 

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 

活動費：4,000 円/月 

川戸 美津保 ℡74-1127 

ヨガ部  
 

心身のリフレッシュや強化、
リラックスできる場所をめざ
して、月２回楽しくヨガをし
ています。 
 

毎月第２･４金曜日 
19：30 ～ 20：45 

 

活動費：500 円/月 

岸根 翠              
℡090-5643-7545 

太極拳教室  
 

全身の柔軟性、筋力強化をは
かる。太極拳の基本動作を習
得し、いろいろな動きをでき
るようにする。 

 
毎月第１･３土曜日 

9：00 ～ 10：30 
毎月第２･４木曜日 

18：30 ～ 20：00 

活動費：3,000 円/月 

溝脇 宗哉 ℡72-1281 

オカリナ 
 
オカリナの音色を楽しみな
がら練習をはじめて１年に
なります。興味のある方はご
連絡ください。 
 

毎月第１･３火曜日 
13：30 ～ 15：30 

 
活動費：500 円/年 

薄木 栄子 ℡74-0597 

 

体と心の健康体操  健生会  
 

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。 

 
 時間 活動費 連絡先 

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 

 

水仙教室 
 

個別対応教室。下記曜日 
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 

 
活動費：2,000 円/月 

伊藤 牧 ℡63-0715 

健生会 
宍粟支部指導員 

 
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 

活動費：なし 
 

下村 美由紀 

℡72-1513 

登 録 団 体 会 員 募集！ 
各団体に直接連絡をしてください。 

 

一宮生涯学習事務所では、「いちのぴあ」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。 

 


