
○講師 大山安弘　竿田富夫 ○講師 森山　雪季子 ○講師 　未　央（ＭＩＯ）　　 ○講師   福山　千都子 ○講師 　逆瀬川　照代 ○講師 葉棚　文雄

○内容 西郷南洲翁のすべて ○内容 　島の自然を描く絵画 ○内容   琉舞全般 ○内容 　琉舞全般 ○内容 習字の基本から（初心者）

○初回 ９日(木)　20時～ ○初回 10日(金）　２０時～ ○初回 　１２日（日）　１４時～ ○初回   １２日 (日)　  １４時～ ○初回 　13日(月)　１８時～ ○初回 ７日（火）　２０時～

　通常　　　第１，３(金) ２０時～ 　通常　　　第２（日）　　１４時～ 　通常　    第２，４（日）　１４時～ 　通常 　　月曜　    １８時～ 　通常　    第１，３（火）　    ２０時～

○講師 喜坂　三千春 ○講師 中村　スエ ○講師 町田　康子 ○講師 撰　ヨ子 ○講師 　内田　邦枝 ○講師 逆瀬川　照代

○内容 草花、薬草、盆栽まで ○内容 硬筆の基本から ○内容 茶道の基本から ○内容 永良部の民謡基本から ○内容 　日舞全般 ○内容 琉舞全般

○初回 １０日(金)　２０時～ ○初回 １1日(土)　９時～ ○初回 13日(月)　２０時～ ○初回 １９日(日)　１４時～ ○初回 　９日(木)　２０時～ ○初回 13日(月)　  ２０時～

　通常     第２(金)　  ２０時～ 　通常　     土曜   ９時～ 　通常      　月曜　  ２０時～ 　通常　　 第１，３（日）   １４時～ 通常　　　第２，４(木)  ２０時～ 　通常　     月曜　     ２０時～

○講師 谷　佳子 ○講師 　中村　スエ ○講師 大山　キヌ子 ○講師 長野　久美 ○講師 宮村　照美 ○講師 逆瀬川　照代

○内容 実用書から遊書まで ○内容 　硬筆の基本から ○内容 小物から大作まで ○内容 基本　※パソコン持参できる方　○内容 バチのさばき等 ○内容

○初回 14日（火） ○初回 　１２日(日)　９時～ ○初回 ８日(水)　１４時～ ○初回 ７日(火) １４時～ ○初回 ８日(水)　 ２０時～ ○初回 ８日(水)　  ２０時半～

　通常　     日曜   ９時～ 　通常　第２，４(水)  １４時～ 　通常　第２，４(水)　２０時～ 　通常　     水曜　     ２０時半～

○講師 八木　ツネ ○講師 　米盛　茜 ○講師 碩　ヨシエ ○講師 喜坂　三千春 ○講師 福永　千代子 ○講師 福山　千都子

○内容 基礎から極意 ○内容 　習字の基本から ○内容 俳句の基礎から ○内容 基礎から焼成まで ○内容 大正琴の基礎から ○内容 琉舞全般

○初回 ８日(水)　１４時～ ○初回 　１１日(土)　 １９時半～ ○初回 ９日(木)　１４時～ ○初回 １日(水)　19時半～ ○初回 　１７日(金)　 １４時～ ○初回 １１日 (土)　２０時～

　通常　  第２(水)　 １４時～ 　通常　　第２，４(土)　１９時半～ 　通常　     第２(木)　１４時～ 　通常　    第１(水) １９時半～ 　通常　　第１，３(金) 　 １４時～ 通常　　 第２，４（木，土） ２０時～

○講師 町田　美奈子 ○講師 福島　ミネ ○講師 関根　さゆり ○講師 山下　幸秀 ○講師 山下　幸秀 ○講師 松井　美代子

○内容 基礎から極意 ○内容 基礎から極意 ○内容 トールペイントの基礎から ○内容 ○内容 三味線の基礎から ○内容 琉舞全般

○初回 １６日（木）　２０時～ ○初回 ２１日(火)　 ２０時～ ○初回　　１７日(金)　１０時～ ○初回 ８日(水）　２０時～ ○初回 １8日(土)　１３時～ ○初回 １１日（土）　２０時～　

通常　　　　第３（木）　  ２０時～ 　通常　    第３(火)　   ２０時～ 　通常　第２，４(水) ２０時～ 通常　　　第１，３(土)　１３時～ 　通常　　　第２（土）　 ２０時～

今年度は「秋の踊り」に挑
戦です。

三味線の基礎から（閉講
式出演を目標に）

日本舞踊茶　　道趣味の園芸

俳　　句

与和の浜琉舞

いちゃりばちょーでー

 三　味　線

通常　第２（木)20時～（西郷南洲記念館）

○内容　　オリジナル七宝焼き作品の作成

　通常　　　 火曜　　 １９ 時～

生　花（夜）

火曜か木曜の午後(初回日に決定します）

和 泊 硬 筆

生　花（昼） 国頭子供習字

 　　　　　七宝焼き

御天神クラブ

　通常　    第１，３(金)    １０時～

  南洲書道塾

民　　謡

パ ソ コ ン 男 性 琉 舞

陶　　芸 大　正　琴

  トールペイント 

　　新　西郷塾 水彩画

仁
　ジ

・勇
　ユ

・知
　ウ

　琉　舞

 根折子供三味線国 頭 生 花

子 供 琉 舞
 (３歳～未就学児）

 古 典 太 鼓　書道に親しもう 畦 布 硬 筆  パッチワークキルト



字　名 子供の場合
のみ学年 確認

○

＊～＊～　２５年度公民館講座の申込みについて～＊～＊

１．申込み用紙に必要事項を記入し、受講希望の講座に ○ をお願いします。

２．受講料は大人１,０００円、子供無料（教材費は別）。１人３講座まで。

３．電話での申し込みはできません。直接、受講料を添えて中央公民館までお申込みください。

４．募集人数が定員数を超えた場合は、先着順になりますので、お早めにお申込みください。

5．開講式は４月２0日（土）予定しています。（オリエンテーション含む）

字　講　座　

保護者名

与和の浜琉舞新・西郷塾

南洲書道塾 水 彩 画

電 話　（携帯可）

七宝焼き

古典太鼓

茶　　道

俳　　句

根折子供三味線

 

男性琉舞

民　　　謡 日本舞踊（旧根折日舞）

ふりがな

平成２５年度　公民館講座受講申込書

国頭子供習字

     いちゃりばちょーでー（琉舞）

仁勇知琉舞

国頭生花

畦布硬筆

パッチワーク・キルト

書道に親しもう

受講者名

　　　　　中　　央　　講　　座　　   　　　　（希望講座の横□に○印）　例→

生　　花   (昼）

和泊硬筆

御天神クラブ

生　　花   (夜）

 パ ソ コ ン トールペイント

陶　　芸

大正琴 趣味の園芸

三味線 子供琉舞

申込み期限 

３月１日～４月５日（金）まで   

    （転入者のみ１５日まで可能） 
 問い合わせ 

和泊町中央公民館 

 ９２－０２９０ 

再 新 


