
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かえで学園」からのお知らせ・行事予定 

登録団体紹介と会員募集 

波賀文化創造センター「図書室だより」

波賀の生涯学習活動の様子をみなさんにお届けします 

掲

載

記

事 

【発行】波賀市民局まちづくり推進課 波賀生涯学習事務所 〒671-4221宍粟市波賀町上野 235番地 TEL 75-2241/FAX 75-2981 

 

かえで学園の開講（クラブ活動を含む）の延期について 

 かえで学園の講座やクラブ活動の開講をみなさまとても楽しみにされていることと存じます。しか

しながら、テレビや新聞等でご承知のように新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために緊急事態宣言

が発令され、５月の開講式・開級式は延期となりました。事務局としては、早急に始めたいと考えて

おりましたが、緊急事態宣言の期間延長を踏まえ、みなさまの安全を第一に考えて、下記のような理

由で、かえで学園の開講をもうしばらく延期させていただきます。どうかご理解とご協力をお願いい

たします。 
 

１ 学園生のみなさまは年齢層が高いため、感染すれば重症化しやすい 

２ たくさんの方が集まるため３密（密室・密集・密接）になりやすく集団感染しやすい 

３ 受講時に感染の不安をもって臨む方が多い 

４ 休講延長を繰り返すことになると、みなさまの予定が立てにくくなる 
 

講座開講時期を再度検討し、日時が決まり次第みなさまにお知らせいたします。 

 現在、新型コロナウイルスの感染者は減りつつありますが、こういった感染症との付き合いは長く

なると言われています。どうかこまめな手洗いやマスクの着用、３密の回避などを実践し、ご家族の

みなさまの健康と安全に気を付けていただき元気な毎日をお過ごしください。 

 開講時にはみなさまの元気なお姿を拝見できますように切に願っております。 

セ／市民センター波賀  文／波賀文化創造センター 

詳細、時間等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） 

行 事 予 定 

＊５月＊ 

≪全館利用中止≫ 

 

＊６月＊  

６日（土）お母さん文庫／文 

２３日（火）行政相談／セ 

２７日（土）移動図書館あおぞら文庫（波賀町内） 

※「緊急事態宣言」期間延長のため、 

施設の一般利用の中止を 

令和２年５月３１日まで 

延長します。 

〈状況により変更となる場合があります。〉 

★令和２年度「かえで学園」を受講予定のみなさまへ★ 



 

 

 

｜市民センター波賀｜ 

 団体名 活動日/時間 活動内容 代表者名/連絡先 

１ 手話サークルさち 
第１・２・３火曜日 

19:30～21:00 

手話の勉強会や講演会の手話通訳、聴覚障がいの

方との交流会などを行っている。 
福澤明美/75-3285 

２ 上野リフレッシュ教室 
毎週水曜日 

9:30～11:10 

健康体操教室。柔軟な身体づくりや実年齢より２０才

若い体力づくりをめざしている。 
中村庸子/75-2460 

３ 
大正琴 
ハートフルフレンズ 

第１・３水曜日 

13:30～15:30 
大正琴の練習や仲間との親睦を深めている。 森下益子/75-3104 

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、発展を図る。会員の親睦を深

めている。 
岡田周三/75-3108 

５ 波賀謡曲同好会 
月３回水曜日 

16:30～18:30 

謡曲の学習と発表。仲間や地域とのふれあいを図り、

伝統芸能を継承めざして練習を行っている。 
西中登美子/75-2851 

６ フラワードール 
毎週水曜日 

19:30～21:30 

社交ダンスの技術の習得。市内外のパーティに参加

し交流を深めている。 

前田静博/ 

090-8935-6255 

７ 姫路正絃社波賀教室 

第１・３・５木曜日 
10:00～12:00 
第２・４木曜日 
10:00～16:00 

筝曲教室。伝統文化「筝」の継承と発展、また生涯学

習として仲間との交流や演奏することを楽しんでいる。 
繩手千恵/75-2320 

８ 波賀将棋同好会 
第１・３木曜日 

13:00～17:00 

仲間同士の親睦を深める。大会への参加や施設への

友愛訪問を行っている。 
上田義明/75-2500 

９ 波賀民謡会 
第２・４木曜日 

14:00～16：00 

民謡の継承と伝道をめざし練習を行っている。施設へ

の友愛訪問も行っている。 
來村武史三/75-3428 

10 波賀絵画教室波瑠 
第１・３木曜日 

19:30～21:00 

油絵の制作。市内の展示会などに作品の出展をおこ

なっている。 
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 

健康体操教室。実年齢よりも若く、健康で姿勢も正し

い身体づくりをめざしている。 
藤原晶子/75-2089 

12 波賀町茶華道教室 
第１・２・３金曜日 

17:00～20:00 
日本の伝統文化に触れ、歴史や生活マナーを学ぶ。 鵜野あけみ/72-0035 

13 波賀俳句会 
第３土曜日 

13:30～15:00 

俳句の学習や俳句を通じて会員の親睦を深めてい

る。文化のつどいや広報誌で作品発表を行っている。 
上垣迪雄/75-3438 

14 健生会 
第１土曜日 

14:00～17:00 

地域に健康の輪をひろげられるよう、健康体操指導

員の指導力向上と研修会を行っている。 
藤原晶子/75-2089 

15 スプーンの会 不定期 料理を通じて地産地消や食の大切さを学ぶ。 幸福佐紀子/75-2676 

16 メイプルタウンクラブ 不定期 
盆踊りの出前講座や餅つきなどの企画運営し、地域

活性化活動に取り組んでいる。 
松本貞人/75-2135 

 

｜波賀文化創造センター｜ 

 団体名 活動日/時間 活動内容 代表者名/連絡先 

１ 波賀陶芸教室 
月３回木曜日 

19:30～21:30 

陶芸の作品制作や出展。日常に取り入れ手作りの良

さを感じ温かさや潤いのある生活を楽しんでいる。 
尾前浩子/75-3205 

2 銀線七宝瑠璃の会 
第１金曜日 

9:00～17:00 

七宝焼の作品制作。制作技術を学び、文化のつどい

や公募での作品発表を行っている。 
古野一恵/75-3110 

 

｜波賀ひまわりの家｜ 

 団体名 活動日/時間 活動内容 代表者名/連絡先 

１ フォレストスピリッツ 
毎週火・水曜日 

19:00～22:00 

音楽活動。「音楽で地域を元気に」をめざし音楽イベ

ントの参加や企画を行っている。 
米澤圭吾/75-2613 

2 波賀太鼓クラブ 
毎週木曜日 

19:00～22:00 

波賀太鼓の保存と伝承。地域イベントで太鼓の良さを

披露している。 
岩田浩司/75-2389 

3 コーラスレインボー 
第２・４土曜日 

13:00～14:30 

歌を通して心の健康増進をめざす。楽しくコーラスの

練習をしながら仲間との親睦を深めている。 
大谷チヨ子/75-3501 

 

令和２年度 生涯学習センター「登録団体」の紹介・会員募集 

「市民センター波賀」「波賀文化創造センター」「波賀ひまわりの家」で、ボランティア活動やレクリエーション、

文化活動をされているグループを紹介します。新しい趣味や仲間をつくるチャンスです。ぜひ一度、各グループ

の活動の様子を覗いてみてください。（※緊急事態宣言延長のため、５月３１日まで活動を中止しています。） 



臨時休館中のサービスについて 

臨時休館延長のお知らせ 

５月３１日(日)まで（６月１日[月]は休館日です） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上記の期間まで休館期間を延長いたします。 

上記の内容は今後の情勢により変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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～翌年１月４日） 

書  名 著者・編者 出 版 社 件 名 

頑張りすぎない練習 玉置 妙憂 マガジンハウス 法 話 

年齢別 行事ことばかけハンドブック ― 世界文化社 行 事 

ひこばえ 上・下 重松 清 朝日新聞出版 小 説 

坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋 良平 集英社 小 説 

暴虎の牙 柚月 裕子 KADOKAWA 小 説 

 
※／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 

 

《 

６ 

月 

》 

  

本の返却 

予約された本の貸出 

（貸出冊数：５冊まで 貸出期間：４週間） 

インターネット、電話・ファックス(75-3688)でご予約いただけます。 

※ 図書室内で本を選ぶことはできません 

☆ 電話での予約は、午前９時から午後４時３０分まで（月曜日は休止） 
 

貸出の準備完了後、図書室から電話連絡をいたします。 

その際に混雑緩和のために来館日時をお伝えします。 
 

指定の来館日時に特設窓口にて本の受け渡しを行います。 

☆ 本の受け渡しは、午前９時から午後５時まで（月曜日は休止） 

TEL・FAX ７５－３６８８ 

図 書 室 だより 

２０２０年５月号 

本の貸出に 

ついて 

緊急事態宣言延長に伴い、市内図書館（室）

の臨時休館は延長となりますが、宍粟市民の

方を対象に次のサービスを開始します。初め

てご利用の方は利用登録が必要なため、波賀

文化創造センターまでご連絡ください。 

 

※インターネット予約・蔵書検索 ＝ 宍粟市立図書館ホームページより可能です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月第４土曜日に、移動図書館車『ささゆり号』が波賀町内を巡回しま

す。約１,８００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。電話やファックスでのリクエストも受け付けています。 

（※新型コロナウイルス感染症拡大予防により予定が変更になる場合があ

ります。中止の場合は生涯学習レターやしーたん放送でお知らせします。） 

 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 １０：３０～１０：４０ 

谷 谷多目的集会所前 １０：４５～１０：５５ 

斉木３区 斉木自治コミュニティーセンター前 １１：０５～１１：１５ 

水谷 水谷公民館前 １１：２０～１１：３０ 

午 
後 

道谷 道谷公民館前 １３：００～１３：２０ 

戸倉 戸倉自治コミュニティーセンター前 １３：２５～１３：３５ 

鹿伏 鹿伏公民館前 １３：４０～１３：４５ 

引原 引原公民館前 １３：５０～１３：５５ 

音水 音水農産物直売施設前 １４：００～１４：０５ 

日ノ原 日ノ原消防詰所前 １４：１０～１４：１５ 

原 原公民館前 １４：２０～１４：３０ 

原有賀 原有賀公民館前 １４：３５～１４：４０ 

野尻 旧野原小学校駐車場 １４：４５～１４：５０ 

飯見 飯見公民館前 １４：５５～１５：０５ 

 ※『ささゆり号』の到着が予定より遅れる場合があります 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

運行日 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

令和２年 

６月２７日（土） 

７月２５日（土） 

８月２２日（土） 

９月２６日（土） 

１０月２４日（土） 

１１月２８日（土） 

１２月１２日（土） 

※第２土曜 

令和３年 

１月２３日（土） 

２月２７日（土） 

３月２７日（土） 

☆波賀文化創造ｾ ﾝ ﾀ ｰ  図書室だより☆ 

電子図書館で本を読もう！ ＝播磨科学公園都市圏域定住自立圏電子図書館＝ 

播磨科学公園都市圏域定住自立圏電子図

書館は、宍粟市・たつの市・上郡町・佐用町

の図書館が実施する、インターネットで電

子書籍を貸出するサービスです。スマート

フォンやタブレット端末があれば２４時間

どこでも利用でき、文字の大きさの変更や

音声読み上げ機能など紙の本が読みづらい

方でも読書が楽しめます。図書の所蔵は約

１,５００冊で、毎月新着タイトルも追加さ

れています。 

ちょっと本を読みたくても借りに行けな

いという方はぜひ利用してみてください。 

播磨科学公園都市圏域定住自立圏電子図書館 

https://www.d-library.jp/haritei 

（「宍粟市立図書館ホームページ」からもアクセスできます） 

●利用対象者 

宍粟市・たつの 市・た上郡町・た佐用町に在住、在勤まつは在学 

方で、いずれか 市町 図書で利用登録をされている方。 
 

●利用申込 ※５月３１日までの臨時休館中の対応 

図書館利用カードをご用意していつだき、最寄り 図書館ま

でご連絡ください。お電話にて、電子図書館専用 利用者 ID

と仮パスワードを発行します。（パスワードは変更可能） 

運行中止 ５月３０日（土） 

移動図書館「あおぞら文庫」運行開始！ 


