
名瀬公民館 新規講座

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

写真 34 第2土曜日 10:00～12：00
デジタルカメラを使用し、写真の撮影方法、インバクトのある写真
を学びます。費用年額10,000円

越間　誠

沖縄民謡 30 第2・4水曜日 19:00～21：00 やってみよう。沖縄の歌・三味線　（三味線持参） 本田　栄雄

名瀬シマ歩き 40 第１土曜日 14:00～16：00 敬い・守り・伝え・残したいシマ遺産（自分たちで探す集落遺産） 中山　清美

 健寿大学（無料） 300 第 3 水曜日 14:00～16：00 65歳以上の方々の健康・教養・仲間づくりの場。講演会・バスツアー 生涯学習指導員

 島　唄 60 第1・3金曜日 19:00～21：00 カサン唄を中心に島唄の基礎練習　　費用なし  佐藤 　隆幸

 三味線 47 第2・4金曜日 19:00～21：00 カサン唄を中心に練習します。　　費用なし（三味線持参）  久　 　 義一

 奄美歌謡 112 第2・4月曜日 19:00～21：00 奄美歌謡の基礎練習　　　費用なし  中島 　章

 硬　筆 60 第1・3水曜日 19:00～21：00 硬筆の基礎練習　費用なし  西 　　 伸義

 編　物 36 第1・3金曜日 14:00～16：00 初級者・上級者も楽しく　材料代実費  久保 　千恵子

 洋　裁 30 第2・4火曜日 14:00～16：00 洋裁のしかた　材料代実費  平 　 　元恵

 ﾊｰﾌﾞｸﾗﾌﾄ 25 第 1 土曜日 14:00～16：00 作って、飾って、使って楽しむハーブクラフト　費用年間16,000円  西　　  奈美

 短  歌 16 第 2 水曜日 10:00～12:00 短歌を詠む喜びを学び合い，伝え合う　費用なし  奥　　  たずえ

 詩  吟 20 第2･4月曜日 19:00～21：00 世界に誇る日本文化を基礎から　　費用なし  永田 　浩嶺

 生　花 15 第1・3火曜日 19:30～21:30 生花基本形「心にはなを」　費用年額約12,800円  牧 　　 和香子

 誰にでも弾けるバイ オリン 30 第2・4土曜日 14:00～16：00 バイオリン奏法の基礎とアンサンブルが出来るようになる
 藤山　 美由紀
 芝　　  俊明

 子ども手話（無料） 40 第2・4土曜日 10:00～12:00 あいさつの手話から手話通訳ができるような内容　費用なし  本山　 末男

 子ども書道（無料） 30 第1・3土曜日 10:00～12:00 楷書・かなの基礎練習（小中学生）　費用なし  岩切 　春子

 子ども硬筆（無料） 20 第1・3土曜日 10:00～12:00 硬筆の基礎練習（小学1年生・2年生に限る）　費用なし  服部 　香

 子ども奄美歌謡（無料） 20 第2・4土曜日 14:00～16：00 奄美歌謡の基礎  中島 　章

金久分館

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

 創作島料理 25 第2火曜日 10:00～12:00
島の食材を使った郷土料理や創作料理　費用　毎回1,000円

 濱崎　寛教

 生　花 30 第2・4金曜日 14:00～16：00 初歩の生花及び自由花　毎回約1,300円  高木　 セツ子

 ｽﾃｯﾌﾟﾘｰﾎﾞｯｸ体操 21 第1・3木曜日 19:00～21：00 台の昇降運動を基本にした全身運動　費用なし  川口 　エチ子

 日本舞踊 30 第1・3木曜日 14:00～16：00 日本舞踊の基礎練習  東向 　朋子

 エッセイ・小説 20 偶数月第 3 土曜日 18:00～20:00
ｴｯｾｲ・小説を書こう　費用　毎回1,500円

 出水沢　藍子

 山の幸染 15 第2・4水曜日 14:00～16：00
水も火も使わずアイロンでの染色
毎回1,000～3,800円

 和　　  淑子

 奄美復帰60周年に学ぶ 40 第2土木曜日 14:00～16：00 毎回ゲストに聞く　 費用なし  花井　 恒三

 着  付 40 第2・4木曜日 19:00～21：00 着物の着方、帯結び６種類（前結び）　費用年額約10,000円  栄　 　 初枝

 手作り子供服 20 第2・4木曜日 10:00～12:00 かわいい手作りの子供服や小物を作る。(材料費実費）  外薗   あやの

 琉球舞踊 40 第2･4金曜日 19:00～21：00 琉球舞踊の基礎。初心者でも可。　  山元　 孝子

 フラダンス 40 第1･3土曜日 14:00～16：00 アロハの心を感じて、みんなで楽しく踊りましょう。初心者でも可。  仲山　 イクエ

 親子茶道教室 10 第1･3土曜日 10:00～12:00 茶道の基礎を親子で楽しむ。　費用実費  朝山   弘乃

伊津部分館

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

 社交ダンス 40 第1・3水曜日 19:00～21：00 社交ダンスの基礎練習  費用なし  野崎　 晃弘

 日本舞踊 40 第2・4水曜日 19:00～21：00 日本舞踊の基礎練習  濱井 　真寿美

 着　付 40 第2・4月曜日 19:00～21：00
前結びは帯を前で結び後ろに廻して仕上げます。　自分で変わり結びもできます。費用年
額12,000～13,000円

 壽　    絹代　

 着　付 30 第1・3金曜日 19:00～21：00 道具を使わない後結び。紐だけで結びます。費用なし  仲川 　富美子

 籐工芸 25 第2・4水曜日 10:00～12:00
誰でも簡単に出来る籐工芸
費用　年額10,000円以内

 有田 　傳子

 太極拳 30 第2・4木曜日 19:00～21：00 太極拳の基礎練習と２４式前半  山田　 美和子

 ７．平成２５年度　生涯学習講座一覧表
（☎５２－１８１６）

（☎５３－５６９９）

（☎５２－９７４７）



 フォークダンス 40 第2･4土曜日 14:00～16:00 世界各国の曲でフォークダンスを基礎から楽しむ  東條 　桂子

四谷分館

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

 いきいき健康 49 第1・3土曜日 14:00～16:00 健康体操・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ・民謡踊り・生活の知恵講話  竹山 　菊乃

日本舞踊 15 第2・4木曜日 14:00～16:00
日本舞踊の基礎
用具代約10,000円（扇子等）

 富田 　美起子

 フラダンス 43 第2・4水曜日 19:00～21：00 心身共に明るく、受講生の和を図り踊ります。　費用10,000円～　　  猪股 　德子

 少林寺気功 35 第１・3水曜日 19:00～21：00 老若男女を問わず簡単な基礎気功の型を学び健康増進を図る。  中村　 宣規

分散講座(名瀬)

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

パソコン　１・３ 20 第1・3土曜日 14:00～16:00 ワード、エクセル、インターネット初心者コース　費用900円（奄美市ＩＣＴ人材育成センター） 元田　勉

パソコン　２・４ 20 第2・4土曜日 14:00～16:00 ワード、エクセル、インターネット初心者コース　費用900円（奄美市ＩＣＴ人材育成センター） 元田　勉

 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ 31 第2・4火曜日 19:00～21：00 レクレーションダンス教室（浦上公民館）  赤塚　 リエ子

 草木藍染 25 第2・4土曜日 14:00～16:00 奄美の自然の物を使った草木藍染め・小物作り（花ろまん工房）  安田　 謙志

 大正琴 25 第1・3火曜日 14:00～16:00
大正琴の基礎練習
琴は持参してください　（有屋公民館）

 久 　　 修子

 パッチワーク 37 第2・4木曜日 14:00～16:00 手作り小物・バッグ・タベストリー　（仲勝公民館）費用年額11,000円～  藤山　 泰代

 奄美歌謡 40 第1・3月曜日 20:00～22:00 奄美歌謡の普及・新民謡の練習（朝仁児童館）  久永 　美智子

 奄専お気軽クッキング 26 第3 日曜日 14:00～16:00
料理の楽しさを学ぼう　（奄美看護福祉専門学校）
費用年額8,000円

 調理師養成学科教員

奄美文化センター

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

絵画（水彩） 30 第2･4日曜日 19:00～21：00 基礎デッサン、水彩画初歩 岬　眞晃

絵画（油彩） 30 第2･4日曜日 13：30～15:30 油彩（初級）・アクリル（中級） 畠　理弘

初心者のための茶道 40 第2･4日曜日 18：30～20:30 茶道の基礎・実践 三浦　里子
堀　美保乃

書道 30 第1･3日曜日 14:00～16:00 書道の入門・基礎 小山　敦子

住用公民館

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

奄美復帰６０周年に学ぶ 20 第4土曜日 10:00～12:00 復帰の頃の住用町を学ぶ講座 花井　恒三

ハンドメイド 10 第2・4日曜日 14:00～16:00 初心者向けの小物作り 根岸　和美

島唄 20 第2・4土曜日 14:00～16:00 島唄の基礎練習 生元　高男

パッチワーク 20 第1・3土曜日 13：30～15:30 パッチワークの基礎 渡辺　寿子

舞踊 20 第2・4土曜日 10:00～12:00 日舞の基礎 宇井　ひろ子

囲碁 10 第1・3土曜日 14:00～16:00 囲碁の基礎 井上　恒和

リーボック体操 20 第2・4木曜日 19:00～21：00 リーボック体操基礎練習 宇井　ひろ子

茶道 10 第2・4土曜日 14:00～16:00 茶道の基礎 碇　和代

（☎５４－１０３０）

（☎５４－１２１１）

（☎６９－２１１１）



笠利公民館

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

生花 15 第2･4火曜日 14:00～16:00 生け花の知識・生け方実習 松元　トミ

詩吟 20 第2･4土曜日 14:00～16:00 詩吟の基礎 前田　志穂子

社交ダンス 25 第2･4火曜日 19:30～21:30 趣味・余暇を生かした学習 寺園　美智子

コ－ラス絆 40 第1･3水曜日 14:00～16:00 余暇を通して合唱の楽しさを体験する
久野　睦子
藤田　潤子

前田三味線 40 第1･3火曜日 19:30～21:30 三味線の弾き方 前田　和郎

前田民謡（一般） 40 第2･4火曜日 19:30～21:30 三味線の弾き方，島唄の唄い方 前田　和郎

書道（１） 30 第1･2土曜日 9:30～11:30 基本運筆から創作まで 豊田　久夫

書道（２） 30 第1･3水曜日 19:30～21:30 毛筆書写技能の向上 隈元　俊郎

琉舞 30 第1･3金曜日 19:30～21:30 楽しみながら踊れる琉球舞踊の基本練習 國島　久美子

手話 30 第1･3木曜日 19:30～21:30 手話の初歩から
若林　万人
中浜　博

パッチワーク 40 第1･3火曜日 9:30～16:00 初歩から講義・実習 山下　美枝子

島唄（かさん節）一般 40 第1･3木曜日 19:30～21:30 趣味・余暇を生かした島唄の学習
川畑　美穂子
久保　文雄

編物 10 第2･4金曜日 9:30～16:00 編み物の理論と技能 山口　京子

奄美のものづくり（1年目） 13:00～15:00

奄美のものづくり（2年以上） 15:00～17:00

着付け 25 第1･3水曜日 19:30～21:30 一人で着物を着けて、帯が結べるまで 栄　夏代

レクリェ－ションダンス 30 第1･3水曜日 19:30～21:30 楽しく踊りながら生活をエンジョイ 泉　一

森山民謡（一般） 40 第1･3火曜日 19:30～21:30 趣味の島唄学習・後継者の育成
森山 ユリ子
隈元　範久

森山民謡（少年少女） 20 第2･4金曜日 19:30～21:30 趣味の島唄学習・後継者の育成（費用なし）
森山 ユリ子
肥後　芳郎

奄美歌謡（新民謡） 55 第2･4月曜日 19:30～21:30 趣味・余暇を生かした新民謡の学習 久永　美智子

ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ 40 第1･3土曜日 19:30～21:30 リズムに合わせて楽しく身体を動かし健康増進 白畑　美香

日本舞踊新民謡 20 第2･4土曜日 19:30～21:30 誰でも踊れる舞踊の基本練習 杜　幸子

フラダンス
2年以下
(30)

３年以上
(40)

第2・4金曜日

2年以下
19:00～20:00

３年以上
20:00～21:30

ハワイの文化であるフラ・アロハの心を大切に、明る
く楽しいレッスンを

泉　香子

天体観察 50 年1回 19:30～21:30 親子による星空の観察（費用なし） 各種講師

夏季休業
児童生徒習字

50 5日間 児童生徒の書写技術の向上（費用なし）
隈元　俊郎
里　タカコ

分散講座(笠利)

講座名 定員 曜日 時間 内容 講師

笠利編物 19 第2・4金曜日 14:00～16:00 編み物の理論と技能の向上 隈元　和子

茶道 15 第1・3金曜日 14:00～16:00 お茶の基本と動作の実習 大山　レイ子

佐仁郷土芸能 50 月2回 地区の伝統芸能の学習と後継者の育成（費用なし） 前田　和郎

中金久八月踊唄 40 月2回 八月踊りと唄の保存・後継者の育成（費用なし） 青山　ケサ

藍染め 25 第2・4火曜日 9：30～16:00 趣味，余暇を生かした学習 椛山　いつみ

万屋八月踊唄 15 月2回 八月踊りと唄の保存・後継者の育成（費用なし） 白内　慶治

大笠利わらぶぇ島唄 40 毎週土曜日 20：00～22:00 文化の継承・後継者の育成（費用なし） 山田　逸郎

集落(シマ)遺産・
見て歩き

30 第3土曜日 13：30～ 各集落の宝を見つけよう（費用なし） 中山　清美

奄美の自然素材で手づくり物づくり 安田　謙志第2水曜日15

（☎６３－１２４２）


