
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 ６月２０日（木）早朝～夕方まで 

すごい！が体験できる思い出の場所へ 

『工場見学と太陽の塔内部見学など 』 
キューピー工場の見学（ちょっとしたおみやげあり）、中々予約が取れない太陽の塔の内部やＥＸＰＯ 

７０パビリオンを見学します。お昼はホテルにてちょっと贅沢にランチバイキングです。先着５０名ですの

で、お早めにお申し込みください。 

 

令和元年    月号 

＊掲載記事＊ 

 1P「かえで学園」おしらせ 

2P イキイキ登録団体紹介と募集 

3P 波賀生涯学習講座・お母さん文庫案内 

4P 波賀文化創造センター[図書室だより] 

【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  宍粟市波賀町上野 235 番地 TEL75-2241/FAX75-2981 

－ １ － 

◆かえで学園第２回講座は、「安全で安心な生活・

心に潤いのある生活を」をテーマに宍粟警察署のみ

なさんによる交通安全や詐欺対応等のお話、そして

県警音楽隊の演奏やカラーガード隊によるパフォ

ーマンスです。今回は、公開講座として広く市民の

みなさまにも公開します。ぜひ生の演奏を体験して

下さい。 

 

波賀高齢者大学 かえで学園おしらせページ 

 地域のみなさま、かえで学園生のみなさま、お元気でお過ごしでしょうか。令和の時代の始まりととも

に、新年度のかえで学園の講座も始まります。（きっとこのお便りがみなさまのお手元に届くころには、第

１回講座が始まっているのではないかと思います。）すでにお知らせしておりますように、かえで学園の運

営につきましては、本年度より老人クラブの役員の方のお世話がなくなります。そのため、連絡係長による

かえで学園生への案内文書の配布もなくなります。そこで、かえで学園生への事前お知らせを生涯学習レ

ターを通して行うことにしました。かえで学園生にとっては次回講座の案内となります。また、地域のみな

さまにとっては事前に講座内容を知っていただくことで、興味を持っていただき、参加していただく機会

となればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

公開講座：年齢を問わず興味のある

方お待ちしています！ 

参加費 500 円（かえで学園生は無料） 

 

第 2回 6 月 6 日（木）13：30～15：0０ 

申込締切：5月 28日（火）先着 50名 

【 かえで学園生対象市外研修 】 

安全で安心な生活・心に潤いのある生活を 『 県警音楽隊の演奏と交通安全 』 

（場 所）市民センター波賀大ホール 

 

 



 

 

 

 

№ 団体名 活動日／時間 活動内容 申込・問合 

1 ハートフルフレンズ 
第 1・3 火曜日 

13：３０～15：30 
大正琴の練習を通じ交流を深めながら心身ともに 
リフレッシュしています。 

井口由美子 
75－2105 

２ 手話サークルさち 
第１・２・３火曜日 
19：30～21：00 

手話の勉強会をし講演会などの手話通訳や聴覚に障
がいのある方々との交流も深めています。 

福澤 明美 
75－3285 

３ 
健生会リフレッシュ

教室 
毎週水曜日 

9：30～11：00 
健康体操は柔軟でしなやかな体力づくりで実年齢よ
り 20 才若い体力を保持することをめざしています 

中村 庸子 
75－2460 

４ 波賀囲碁同好会 
第３水曜日 

13：00～16：00 
囲碁文化の普及啓発及び発展を図ると共に会員の親
睦を図る事を目的にしています。 

岡田 周三 
75－3108 

５ 波賀謡曲同好会 
毎週水曜日 
（うち３回） 

17：00～19：00 

謡曲の学習と発表を通じて仲間や地域とのふれあい
を図りながら伝統芸能である謡曲や能を次世代に繋
げられるよう練習しています。 

西中登美子 
75－2851 

６ フラワードール 
毎週水曜日 

19：30～21：30 
社交ダンスの技術習得に挑戦しながら練習をし、市内
外のパーティーにも参加し交流を深めています。 

岡田留美子 
75－3426 

７ 姫路正絃社波賀教室 

第 1・3 木曜日 
10：00～12：00 
第 2・4 木曜日 

10：00～16：00 

伝統文化の筝の継承と発展。生涯学習として生きがい
を求め仲間と共に生涯現役で箏を楽しんでいます. 
興味のある方の参加をお待ちしています。 

縄手 千恵 
75－2320 

８ 波賀将棋同好会 
第１・３木曜日 

13：00～16：00 

将棋を差しながら仲間同士親睦を図り楽しく時間を
過ごしています。集中すると言うことは体にも頭にも
とても良い事です。みなさんもいかがですか？ 

上田 義明 
75－2500 

９ 波賀民謡会 
第２・４木曜日 

14：00～16：00 
民謡の継承と伝道のために練習を重ねています。大会
やいろんな施設への友愛訪問もしています 

來村武史三 
75－3428 

10 
波賀絵画教室波瑠

（パル） 
第１・３木曜日 

19：30～21：00 

会員同士の親睦を深めながら油絵制作をしています。
作品は文化のつどいや市の作品展に出展したり市内
の店舗内ギャラリーにも展示しています。 

福元千代美 
75－2215 

11 健生会アップル教室 
毎週木曜日 

19：30～21：30 
健康体操で仲間と親睦を図りながら実年齢より若く、
健康で姿勢も正しい体作りをめざしています。 

藤原 晶子 
75－2089 

12 波賀町茶華道教室 
第１･2･3 金曜日

16：00～ 

茶道・華道という日本古来から伝わる文化を通じ歴史
に触れたり生活マナーを学ぶ機会としています。小学
生の皆さんの参加をお待ちしています。 

鵜野あけみ 
72－0035 

13 健生会 
第１か２土曜日 

14：00～17：00 
健康体操で地域にさらなる健康の輪を広げられるよ
う指導員の指導力向上のための研修を行っています。 

藤原 晶子 
75―2089 

14 波賀俳句会 
第３土曜日 

13：30～15：00 

幅広い年齢層で俳句の学習を通して共感したり交流
を深めています。作品は文化のつどいや広報誌などで
発表しています。 

上垣 迪雄 
75－3438 

15 スプーンの会 
不定期 

17：00～21：00 
料理を通して食の大切さを見つめるとともに参加者
同士の交流を深めることを目的としています。 

幸福佐紀子 
75－2676 

16 
メイプルタウン 

クラブ 
不定期 

19：00～21：00 

出前盆踊りの企画運営や、各種イベントへもちつき隊
として参加するなど地域活性化して取り組んでいま
す。 

松本 貞人 
75－2135 

（場所：文化創造センター） 

1 銀線七宝瑠璃の会 
不定期 

17：00～21：00 

七宝焼きの伝統や技術を大切にしながら作品作りに
励んでいます。文化のつどいや公募展に作品を出展し
ています。 

古野 一恵 
75－3110 

２ 波賀陶芸教室 
毎週木曜日(月 3 回) 
19：30～21：30 

 

陶芸を制作しながら会員同士親睦を深めたり、出来上
がった作品で日常生活にうるおいや温かみを感じて
います。興味のある方はぜひ一緒に始めてみましょう 

蒐場 幸子 
75－3206 

（場所：ひまわりの家） 

１ 波賀太鼓クラブ 
毎週水・金曜日 

19：00～21：00 

小学生から大人まで男女一緒に和太鼓の練習をして
います。依頼があれば出演し和太鼓の良さを披露して
います。 

岩田 浩司 
75－2389 

２ コーラスレインボー 
第２・４土曜日 

13：00～14：30 

13名のメンバーで和気あいあいとコーラスの練習を
しています。文化のつどいやその他でも発表していま
す。 

大谷チヨ子 
75－3501 

３ 
フォレスト 

スピリッツ 
毎週火・水曜日 

19：00～22：00 

音楽から地域を元気にすることをモットーに音楽仲
間と共に地域の皆さんに喜んでいただける音楽イベ
ントを開催しています。 

萩原 正也 
75－2758 

（場所：市民センター波賀） 新しい趣味や仲間を作るチャンスとして一度活動をご覧ください。 

－ ２ － 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    セ／市民センター波賀   文／波賀文化創造センター 
詳細、時間などはお問い合わせください （休館日：月曜日〈月曜日が祝日の場合は、翌日の火曜日も〉・祝日・年末年始） 

１６日（木）かえで学園開講式／セ 

１７日（金）かえで学園「オカリナクラブ」開級式／セ 

１８日（土）お母さん文庫／文 

生涯学習講座パソコン教室／文 

２１日（火）かえで学園「茶道クラブ」開級式／セ 

２２日（水）かえで学園「書道クラブ」開級式／セ 

２３日（木）かえで学園「ヨガ体操クラブ」開級式／セ 

２５日（土）移動図書館あおぞら文庫／波賀町内 

生涯学習講座パソコン教室／文 

２８日（木）波賀生推協総会（波賀生涯学習推進協議会）／セ 

 

１日（土）お母さん文庫／文 

生涯学習講座パソコン教室／文 

２日（日）生涯学習講座“森を守り育てる活動”／東山 

2～15日 波賀文化協会「第２２回波賀のかおり展」／市民局 

３日（月）波賀中学校トライやるウイーク（～７日）／文 

６日（木）かえで学園第２回講座県警音楽隊／セ 

８日（土）子ども映画会／文 

生涯学習講座パソコン教室／文 

１５日（土）生涯学習講座パソコン教室／文 

２０日（木）かえで学園第３回講座／市外 

２２日（土）生涯学習講座パソコン教室／文 

２３日（日）子ども会波賀支部球技大会／メイプルスタジアム 

６/９(日) 東山フォレストステーション波賀 午前１１時～ 

詳しくは今月の広報と一緒

にチラシをお配りしていま

すのでご覧ください。 おとなの 英会話教室 全 10 回 

（毎週金曜日初回6/7(金)） 

 

講師は昨年度も英会話教室を担当して下さった山崎町の前田先生

です。夜の教室となりますので、お仕事帰りの方も参加しやすいかと

思います。簡単な英会話ができるようチャレンジしてみましょう！ 

（波賀文化創造センター） 

毎月 1回（おおむね第１土曜日）に波賀文化創造センターでボラ

ンティアグループ「お母さん文庫」のメンバーによる楽しい絵本や

紙芝居の読み聞かせを行っています。時季により七夕会やクリスマ

ス会などお楽しみイベントも開催しています。土曜日の午後３時か

ら親子で、お友だちや、おじいちゃん、おばあちゃんと遊びに来ま

せんか？みなさんのお越しをお待ちしています。 

－ ３ － 



 

◆
開
館
日
の
お
知
ら
せ
◆ 

図 書室だより 
TEL ７５－３６８８ 

◆波賀文化創造センター ４月利用者数◆ 

書  名 著 者 名 出 版 社 

いも殿さま 土橋 章宏 KADOKAWA 

鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子 KADOKAWA 

わたし、定時で帰ります。ハイパー 朱野 帰子 新潮社 

おやつが好き 坂木 司 文藝春秋 

森の生活図集 スズキ サトル 笠倉出版社 

伊藤まさこの器えらび 伊藤 まさこ PHP ｴﾃﾞｨﾀｰｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

LINE，Instagra，Facebook，twitter 

やりたいことが全部わかる本 
アンドロック SB クリエイティブ 

星の旅人  小前 亮 小峰書店 

まほうのコップ 藤田 千枝 福音館書店 

バナナのはなし 伊沢 尚子 福音館書店 

 なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ ローベ 徳間書店 

子どもに聞かせる日本の民話 大川 悦生 実業之日本社 

 

   

  

 

         

※ ／は休館日です。 

日 月 火 水 木 金 土 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 【開館時間】午前９時から午後５時まで 
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日も） 

国民の祝日・年末年始（１２月２８日～１月４日） 

《 

５ 

月 

》 

《 

６ 

月 

》 

開館日数     ２４日 

入館者数      ３４６人 

本を借りた人   １７１人 

借りた冊数   ４９０冊 

     （あおぞら文庫含む） 

 

 

 

  

『とっておきのバスタイム』 

『コーヒーを楽しむ。』 

『温泉力』 

『ボケないための笑いヨガ』 

『フクとマリモ』   

『空から見る日本ふしぎ絶景 SPOT５０』               

『花束デザインブック』 ほか 

－ 4 － 


