
人材バンク講座は、いろいろな技術や知識をもつ講師が、みなさんの学習意欲を育てます。
また、学んだことをいかしてボランティア活動などを展開します。

自主的・積極的に参加・活動し、学習や趣味を通じて仲間の輪を広げてみませんか。

心と身体をリフレッシュ　令和５年度

田川市人材バンク講座受講生募集 ●費　用
　①会場使用料、教材費は自己負担です。
　②学習１回につき交通費として、5,000円を講師に支払います。
　　（受講生全員で負担します。）
　③各講座によって、費用が異なります。	 	 	 	 	 	
	 	
☆講師も募集中 !!
　あなたが持っている技術や知識をみなさんに伝えてみませんか。登録手続きは随時
行っています。

●申し込み・問い合わせ　文化生涯学習課公民館・スポーツ係（☎ 44-5110）
募集講座一覧（敬称略）

　［講座分類］Ａ＝趣味　Ｂ＝教養　Ｃ＝体操・レクリエーション

講座番号 講　座　名 受講日 時　　間 講　　師 会　　場 講座
分類

１ -1 歌謡教室Ａ 毎週水 10：00～12：00 徳重　須磨子 市民会館 Ａ歌謡教室Ｆ 毎週金 13：00～15：00

２ -2 実用書道（水） 第2・4水 10：00～12：00 角　遊拙
											（比呂志） 市民会館 Ａ実用書道（木） 第2・4木

３ -1 手編み教室 第1・3月 13：00～15：00 井上　喜代實 市民会館 Ａ

５ -1 天然石で作るオリジナルジュエリー 第2・3月 13：00～15：00 鶴我　奈巳 市民会館
市民会館 Ａ（新）初めての優しい	天然石アクセサリー 第4月 13：00～15：00

７ -1 （新）パソコン講座	基礎午前　 毎週火 9：30～11：30 野本　圭子 市民会館 Ａ-2 パソコン講座	基礎午後 毎週火 13：30～15：30
８ -1 えがしらペン習字教室 第1・2・3水 12：30～14：30 江頭　国枝 市民会館 Ａ

９

-1 フラ・オ・プア・メリア	マーラプアクラス 第2・4水 19：00～20：00

佐竹　和子 市民会館 A

第１日 10：30～12：00
-2 フラ・オ・プア・メリア	リコクラス 第2・4水 20：00～21：00
-3 第１日 9：00～10：30
-4 フラ・オ・プア・メリア	レアレアクラス 第1・2・3土 10：00～11：00
-5 （新）フラ・オ・プア・メリア	初心者クラス 第1・2・3土 11：00～12：00

11 -1 油絵教室 第1・3月 13：00～15：00 是澤　清一 市民会館 Ａ-2 水彩画教室 第1・3木 13：00～15：00

13 -1 健康づくり教室	女性のみ 毎週木 13：00～15：00 岸川　由美子 市民会館 Ｃ-2 総美操（健康づくりエクササイズ）女性のみ 毎週土 14：00～16：00

15
-1 絵手紙Ａ 第1・3水 10：00～12：00

﨑山　恵子 市民会館 Ａ-2 絵手紙Ｂ 第1・3水 13：00～15：00
-3 絵手紙Ｃ 第1・3木 13：00～15：00

18 -1 英会話 第1金 10：30～11：30
ニコラス	ジョン
ポエットカー 市民会館 B第1・3火 10：30～11：30

-2 子供英会話 第1・3・土 10：00～11：00

19
-1 唄と三味線Ａ（端唄・俗曲・民謡） 第1・2・3月 17：00～20：00

伊藤　たまえ 向陽台
公民館 Ａ-2 唄と三味線Ｂ（端唄・俗曲・民謡） 第1・2・3火 18：00～21：00

-3 唄と三味線Ｃ（端唄・俗曲・民謡） 第1・2・3土 9：00～12：00

21 -1 ペン習字Ａ 第1・3・4月 10：00～12：00 前田　和代 市民会館 Ａ-2 ペン習字Ｂ 第2・4日 10：00～12：00

22 -1 からだ健康法Ａ 毎週木 10：00～12：00 本田　京子 市民会館 Ｃ-2 からだ健康法Ｂ 毎週火 19：00～21：00
24 -1 印を刻ろう 第2・4木 13：00～15：00 笹置　瑛峰 市民会館 Ａ
25 -1 陶芸Ｃ 毎週金 13：00～15：00 長末　修次 市民会館 Ａ
28 -1 そば打ち教室 第2・4木 14：00～16：00 竹下　和信 市民会館 Ａ

29

-1 大正琴Ａ教室 第2・4土 15：00～17：00

鍋藤　晴美

伊加利
公民館

Ａ-2 （新）大正琴Ｂ教室 第1・3月 16：00～18：00
市民会館-3 （新）大正琴Ｃ教室 第1・3火 15：00～17：00

-4 （新）大正琴Ｄ教室 第1・3木 15：00～17：00

講座番号 講　座　名 受講日 時　　間 講　　師 会　　場 講座
分類

30
-1 ヨガストレッチＡ（女性のみ） 毎週金 13：20～14：50

中田　まどか 市民会館 Ｃ-2 ヨガストレッチＢ（女性のみ） 毎週月 13：20～14：50
-3 ヨガストレッチＣ（女性のみ） 毎週月 19：30～21：00

31 -1 囲碁 毎週木 13：00～16：00 井上　予登 市民会館 Ａ

34
-1 生き生き歌のレッスン 第1・3・5木 10：00～12：00

吉本　由香里 市民会館 Ａ-2 （新）童謡・唱歌	なつかしい歌の会Ａ 第1・3金 10：00～12：00
-3 （新）童謡・唱歌	なつかしい歌の会Ｂ 第2・4金 10：00～12：00

36
-1 実践コーチング（世界標準） 第2木 19：00～20：30

渡辺　一廣 市民会館 Ｂ
-2 （新）コーチング（部・課長・主任） 第2金 19：00～20：30

39 -1 楽しみながらキーボードと歌のレッスン 第2・4木 10：00～12：00 熊本　久美子 市民会館 Ａ

40
-1 たのしいハーモニカ	上級 第1・3火 9：30～11：30

山本　晴美 市民会館 Ａ-2 たのしいハーモニカ	中級 第1・3木 10：00～12：00
-3 （新）はじめてのハーモニカ	初級 第1・3月 13：00～15：00

41
-1 ペン習字・筆ペン教室 第1・2・4木 18：30～20：00

田尻　清峰
										（清隆） 市民会館 A-2 （新）水彩画入門 第1・2・4日 13：30～15：00

-3 （新）ペン習字入門教室 第1・2・4土 13：30～15：00
44 -1 たのしいパソコンＦ教室 第2・4火 10：00～12：00 逸木　喬 市民会館 Ｂ

47
-1 ピカケスタジオＡ

（年齢問わず楽しめるフラダンス）
第1・3・5月 10：00～11：30

藤本　千代恵 市民会館 A第2・4月 10：00～11：00

-2 （新）ピカケスタジオＢ（基礎からしっかり学べる初めてのフラダンス） 第1・3・5火 13：30～15：00

48

-1 ティアレ	タヒチ（タヒチアンで体内改善） 第1・2・3金 19：00～20：00

カレイラニ奥村 市民会館 A-2 アロハ	フラ（心も笑顔でフラダンス） 第1・2・3月 15：00～16：00

-3 （新）健康フラダンス（日本の歌謡曲で楽しく体を動かそう） 第1・2・3月 16：00～17：00

50
-1 カラオケ教室Ｂ 毎週月 13：00～16：00

田島　盛生 市民会館 Ａ
-2 カラオケ教室Ｃ 毎週月 9：00～12：00

51 -1 社交ダンス 第2・4月 11：00～12：00 照瀬　房江 市民会館 Ａ
54 -1 太極拳 毎週金 15：00～16：30 久富　芳孝 市民会館 Ｃ
56 -1 フラ・オ・プアメリア（月） 第1・2・3月 19：00～20：00 熊谷　千栄子 市民会館 A
60 -1 ウクレレ教室	Mohala（モハラ） 第1・3土 18：00～20：00 鬼塚　恵輔 市民会館 A
61 -1 (新)ハワイアンリトミック幼児（1才～5才） 第１・２・３土 9：00～10：00 吉松　洋子 市民会館 Ｃ

63
-1 (新)中国語	日常会話 毎週木 18：00～20：00

豊田　暁非 市民会館 B
-2 (新)ビジネス中国語 毎週金 18：00～20：00

64 -1 民踊教室 第2・4火 13：00～15：00 白橋　靖代 市民会館 A
65 -1 （新）フラ・オ・プア・メリア	エハークラス 第１・２・３木 19：00～20：00 倉地　紀美 市民会館 A
66 -1 （新）Hip	Hop	ダンス 毎週水 18：00～19：00 石津　龍 市民会館 A

※（新）の講座は、新規募集のため現在開講していません。最少５人以上の申し込みで開講します。
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