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～公民館主事が変わりました～

４月より

北嶋 ともみ・佐々木 千鶴 が

勤務しております。
地域の皆さまが、住み良い街に
なるよう頑張ってまいりますので
どうぞよろしくお願い致します。

５月行事予定
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５月公民館休館日

☆公民館開館時間☆
９:００～21：00（火～土）

夜間利用のない日と日曜日は17：00閉館です

7日(土)19:00～ 清明新緑マラソン実行委員会

10日(火)10:00～ 水曜サロン スティックリング

20日(金)ごろ 清明小学校児童 田植え

22日(日) 清明新緑マラソン

令和3年度

市民憲章清明支部 会計報告
地区の皆さまよりご協力頂いております
市民憲章清明支部の会計報告させていただきます。
今後ともご理解とご協力をお願い致します。

清明地区の人口
総人口 7,712人
世帯数 3,152世帯

(令和4年4月現在 )

春蘭の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶
び申し上げます。
平素は清明公民館の運営に深いご理解と、ご

支援を賜り感謝申し上げます。
コロナ禍の終息が見えない状況のなか、本格

的人口減少社会や人生１００年時代の到来に応
じた持続可能で活力ある地域づくりに取り組ん
でいかなければなりません。このような状況を
踏まえＳＤＧｓを念頭に置きながら地域課題の
解決を目指し、地域コミュニテイの中核的活動
拠点である公民館において、現代的教育事業や
地域のコーヂネイターとしての役割を果たし
皆様方のご支援のもと

「笑顔でつながるWE LOVE清明」を
理念に清明地区自治力向上に繋がるよう努力い
たしたいと存じます。
本年度も皆様方の一層のご支援、ご協力をお願
い申し上げます。

清明公民館
館長 川口 英雄

mailto:seimei-k@mx1.fctv.ne.jp


曜日 自主グループ名 週別 会　費 指導者 代表者

1  布あそびの会 第1,3 9:00 ～ 12:00 年1,000円+材料費 前川喜美惠 藤井　順子

2  清明食改料理教室 第2 10:00 ～ 12:00 月500円  海藤　典子

3  プアオレナ清明 毎週 13:30 ～ 15:30 月1,000円 大西　保子

4  清明吟舞道会 毎週 19:00 ～ 21:00 月3,000円 吉田恵美子 橋元　重雄

5  清明さつき研究会(5,6月は毎週) 第1.3 19:00 ～ 21:00 年3,000円 川畑　喜昭 飯田　　 薫

6  アクティブヨガ教室 毎週 19:00 ～ 21:00 月2,500円 山本　千絵 岩瀬登美子

7  字遊くらぶ(初級書道講座) 第1,2,3 9:30 ～ 11:30 月3,000円テキスト600円 池尾　青竹 井尾聖治郎

8  ベゴニア民踊クラブ 毎週 10:00 ～ 11:30 月1,500円 森 　小と枝 河内美智子

9  日舞の会（ひなぎく） 毎週 13:30 ～ 16:00 月3,000円 藤間　勘賜 北川　 君子

10  ニットクラブあむあむ 第1,3 13:30 ～ 16:00 月2,000円 南　美代子 川村　一枝

11  なでしこ短歌 第2,4 9:30 ～ 11:30 月500円 長家　和代

12  シニアパソコン 毎週 10:00 ～ 11:30 月2,000円 川口きよ子 大西　和己

13  整美ストレッチ体操 毎週 10:00 ～ 11:30 月3,000円 森本　敦子 渡辺英二郎

14  清明民踊クラブ 第2,3 10:00 ～ 12:00 月 2,000円 大野　幸子 島田　信子

15  夢教室（大正琴） 毎週 14:00 ～ 16:00 月3,000円 奥出　康子 北川　君子

16  清明ブルーエコー（合唱）　 第1,3,5 13:30 ～ 15:30 月1,000円 安田　弥生 佐々木洋子

17  カラオケ同好会 第1,3,4 13:30 ～ 15:30 月3,000円 山下　澄子 松山　直子

18  清明フォークダンスクラブ 第2,4 13:30 ～ 15:30 月1,000円 小林　一美 塩出　京子

19  清明きもの着付教室 第2,4 17:30 ～ 19:30 500円/回 小浜恵美子 葛野早智代

20  詩吟教室 毎週 19:00 ～ 21:00 月2,500円 今村　満成 藤井　　 榮

21  にこにこ3Ｂ体操教室 毎週 9:00 ～ 10:00 月2,000円 斉藤美恵子 山田ハマ子

22  やさしいヨガ教室 毎週 9:00 ～ 11:00 月2,500円 山本　千絵 笠松　澄子

23  押し花講座 第1,3 9:30 ～ 12:00 1,000円/回 田中ゆきえ 岸　美智子

24  真美フレッシュ体操ナイスレディー 毎週 10:30 ～ 12:00 月3,000円 竹村　和美 蜂谷　富枝

25  清明大正琴クラブ 毎週 13:30 ～ 16:00 月3,000円 奥出　康子 北川　君子

26  水墨画グループ 第1,3 13:30 ～ 15:30 月1,000円 橋本　洋紅 中脇夕美子

27  フラワーデザイン 第2,4 13:00 ～ 16:00 月2,500円 高村　祐子 高村　祐子

28  真美フレッシュ体操 毎週 19:30 ～ 21:00 月3,000円 中村みどり 堀 　　妙子

29  清明PCグループ 毎週 9:30 ～ 11:30 月1,000円 野川　　 実 安久　文雄

30  太極拳ひろば 第３ 13:30 ～ 15:00 月700円/土日 塚谷　輝明 神﨑　幸子

31  清明民踊クラブ 第1 10:00 ～ 12:00 月2,000円/木土 大野　幸子 島田　信子

32  清明茶道華道教室 第2,4 13:00 ～ 16:00 月1,000円＋材料費 黒川　実江 増永　淳子

33  いけ花(活花)教室 第1,3 13:30 ～ 15:30 月3,000円(材料費込) 明珍　美希 宮川ゆかり

34  太極拳ひろば 第1,2,４ 9:00 ～ 10:30 月700円/土日 塚谷　輝明 神﨑　幸子

35  囲碁同好会 毎週 12:00 ～ 17:00 年2,000円 須賀　　 修 岡永　昭廣

36  へしこ会 4,5,12月 9:00 ～ 12:00 実費 小川　松介 前川喜美惠

　コロナ禍で公民館の利用制限他、都合で変更になる場合があります。

　☆入会・見学など、清明公民館 TEL 38 - 0043　までお気軽にお問合せください♪

令和4年度 清明公民館自主グループ ご紹介
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