
 

  

新年度あいさつ 

いわみ学園入学式・開講式 

新年度の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 亀井義彦 

 

寒く長かった今年の冬にも、ようやくお別れを告げる季節となりました。センターいち

のみやへつながる坂道の桜並木のつぼみも瞬く間に膨らみ、入学式を迎えた頃には満

開になっていました。 

 今年度、一宮生涯学習事務所（センターいちのみや）は図書室の司書の異動があり

ました。前任者同様、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、出会いの場の提供や学習のきっかけづくりをしていきます。 

今年も『明るく 元気で さわやかに』をモットーに、私たち職員一同もどのような出会

いが待っているのかを楽しみにしています。 

そして、みなさんと一緒に学習していく中で、『出会いの喜び』や『学ぶ喜び』を感じ、

『伝え合う喜び』を感じることができる事業へと展開させていきたいと考えています。 

それぞれの地域が輝けるよう、市民のみなさんとともに、人と人とのつながりを大切に

した人づくり・元気なまちづくりができるよう頑張りたいと思っています。 

 今年度も、たくさんの方にセンターいちのみやをご利用いただきますとともに、ご支援

を賜りたく、お願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。 
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※駐車台数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。 

 

受講料 ５００円 
※当日受付・いわみ学園生無料です。 

※市民大学対象講座です。 



 

  

宍粟市では、子どもたちを心豊かで健や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１９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。 

日 時   第 2・第 4火曜日(全 22回) 

       午後 1時 30分～午後 3時 30分 

場 所  センター三方  会議室 

講 師  大谷 忠子さん 

受講料  年間 4,000円  

※別途、自主会費・材料費は個人負担になります。 

センターいちのみや 

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 

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 29 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、各団体の代表者さんへお問い合わせください。 

 

申込受付   歴史資料館 

ＴＥＬ (0790)74-8855／ＦＡＸ (0790)74-8080 

書 道 教 室 竹細工教室 
竹は古くから生活の中に生きてきました。竹垣、竹

籠、竹馬、竹とんぼ、縁起物として門松、最近では竹

炭、竹酢液なども作られるようになりました。そん

な万能素材ともいえる竹の【強靱で、たくましく、

しなやかで、美しい、不思議な】魅力を生かした竹

細工を習ってみませんか。 

日 時   第 2・第 4水曜日(全 22回) 

     午前 9時～午後 4時 

場 所  家原遺跡公園 土の工房 

講 師  嘉數 完一さん 

受講料  年間 4,000円 (別途自主活動費必要) 

※内 11回は自主活動 

※別途、自主会費・材料費は個人負担になります。 



 登録団体表 
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

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

第1会議室で和やかに、熱心に練
習しています。コンクールにも、
色々応募して受賞しています。「1
枚のはがきにたくす我が心」入会
しませんか。楽しい仲間が待って
います。

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

太極拳の基本動作の習得や技術
向上をめざし楽しく動いています。
兵庫県太極拳選手権大会にも出
場しています。

毎月  第２・４・５木曜日
夏季18:30～20:00
冬季18:00～19:30

3,000円／月
溝脇　宗哉
TEL　72-1281

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〔カップ、花瓶、
茶器、置物、その他色々〕子ども
陶芸教室

毎月 第２・３火曜日
19:00～22:00

6,000円／月
芦谷　博嗣
TEL　72-0709

七宝は神秘的な魅力の焼き物工
芸。初めての方でもすてきなオリ
ジナルアクセサリーが作れます。
お気軽にご参加ください。

毎月 第２土曜日
13:30～16:00

1,000円／月
（材料代実費）

松村かおり
TEL  72-0620

各自が自作の短歌を一首持ち寄
り歌評をしてお互いに知識を深め
ます。とてもいい雰囲気の中で学
び合っております。

毎月 第４水曜日
13:00～15:30

10,000円／年
秋田　嘉子
TEL　72-0597

句会及び俳句勉強会初めての人
も分かりやすく指導いたします。

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

柔らかな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。初めての方でも気楽に楽しめ
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

心身のリフレッシュや強化、リラッ
クス出来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

500円／月
岸根　翠
TEL
090-5643-7545

年2回の演奏会と、地域イベント
への参加のための練習。

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

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

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
薄木加代子
TEL　74-1251

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・金曜日
9:00～12:00

2,000円／月
伊藤　牧
TEL　63-0715

団　体　名

杉の実コーラス

歌おう会

水墨画教室

 絵手紙教室
はなさき会

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、豊かで幸せな人生を送るため
にお手伝いをしています。

体と心の
健康体操

 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

 七宝焼教室

こぶし短歌会

 俳句を楽しむ会

 生涯学習サークル
写真教室

 ちぎり絵サークル
一宮

 手芸・パッチワーク
教室

ヨガ部



 
  

 

 
     

 

 

◆ 開館時間 ◆ 

９：００～１７：００

《 図書室 》

《 貸　館 》

９：００～２２：００

【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。 

【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 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
24 25 26 27 28 29

4　 月 休 館 日

23
30

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 休 館 日

書  名 著 者 名 書 名 著 者 名 

なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國 香織 時が見下ろす町 長岡 弘樹 

不時着する流星たち 小川 洋子 素敵な日本人 東野圭吾短編集 東野 圭吾 

蜜蜂と遠雷 恩田 陸 今ひとたびの、和泉式部 諸田 玲子 

終りなき夜に生れつく 恩田 陸 騙されない技術 片田 珠美 

屋根をかける人 門井 慶喜 １０８年の幸せな孤独 中野 健太 

クラウドガール 金原 ひとみ 山野草のある庭づくり 久志 博信 

か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 人間の煩悩 佐藤 愛子 

あきない世傅金と銀(三) 奔流篇 髙田 郁 ひよこさん 征矢 清 

水 壁 アテルイを継ぐ男 高橋 克彦 ぞうきばやしのすもうたいかい 広野 多珂子 

 

◆◇ 移動図書館“ささゆり号”◇◆  

４月１５日（土）  

５月１３日（土）   
※毎月第３土曜日。 

５月は第２土曜日に変更しています。 
場所 神戸学童 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。 

事前に読みたい本などをご連絡くだされば、当日お持ちい

たします。お気軽にご相談ください。 

電話 72-0090  FAX 72-0541 

えほんのじかん 

日時：４月３０日（日） 

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。 


