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かはく市内には文化活動等をしている団体がたくさんあります !

興味のある方は各団体の代表連絡先までご連絡 ください。
発行 :かほく市教育委員会生涯学習課 丁EL 283-7137

毎週金曜 20:00～ 21:4511第 1・ 2金曜 19:30～ 21:3011 第1土 B建  13:30～ 16

喜多 征子 281139411正一 まさみ 2835219 ‖西谷 謙- 2810182
高松産業文化センター |ゝヽ宇ノ気生涯学習センター ンノ1 高松産業文化センター

~~著
松吟詠奮

毎週木曜 20:00～ 22:

竹田 求  2812295

高松産業文化センター

康翠の会

毎週金曜 19:30～ 22

松本 康翠 090-774

七塚生涯学習センター

1_1__1二三二壺1__|
高松川柳会

第4日 曜  13:00～ 16:0

橋爪 無声子 (宏 )2810819

高松産業文化センター

剣詩舞道高松教室

第 1・ 2・ 3土曜 20:00～ 22

竹中 公美  281-0843

大海交流センター

ブヾ彰晨  掌文う作    281-0085

0第 2・ 4金曜 20:00～ 22:00

森 悦子  281-0874
高松産業文化センター

琴音の会オ リンピア

第 2・ 4土曜  11:30～ 15:30

黒岩 敏子   2813547
高松産業文化センター

西盛 幸子  2810324

毎週土曜  13:00～ 17:00

※月例大会も随時開催

増田 義雄  2812531
七塚生涯学習センター

河北台吟詠会

第1・ 3月 曜 20:00～ 21

新田 哲夫  2830306
外日角公民館

吟詠美翔会

「年溢薩i66■″
北,1  くみJ子  283-1587

宇ノ気生涯学習センター

1凛ft論ヵ
鈴谷 喜美子 285-0347

木津公民館

藤田 茂美  2832696
宇ノ気生涯学習センター

桑の実句会

第3火曜  13:30～ 15:

酒井 孝子  2852167
七塚生涯学習センター

生田流等曲高松支部

毎週木曜 19:30～ 21:

丹羽 栄美  282-5623

高松産業文化センター

毎週水曜  20:00～ 22:00

津田 美幸 09082671587

高松産業文化センター

ノ フ γ ノ ム

毎週水曜  20:30～ 21:40

能任 順子  2832100
クラブパレットスタジオ

うなばらコーラス

第2・ 4月 曜 19:30～ 21:

西垣 弘子  2850836
木津老人会館

女声コーラスアザレー
|

第2・ 4金曜 20:00～ 22 村芝居

毎週火曜 20:00～ 21:

丹羽 友- 281-0154

大人のピアノ教室

毎週金曜 9:00～ 12:00

山田 直美 090-43278971

宇ノ気生涯学習センター

うのけ短歌会

第2木曜  13:30～ 16:

上野 豊子  2830787
宇ノ気生涯学習センター

毎週木曜 13:30～ 16:(

睦 素乃  2830778
七塚生涯学習センター

高松少年少女合唱団

第4以 外の毎避土鴫 9:30～ 11

桜井 晴美  2811372
高松産業文化センター

第1金 曜  1000～ 12:

谷日 比呂子 281-2768

大海交流センター

コール・チヤー ミン

第1・ 3月 曜 20100～ 221 第2火曜  12130～ 15:

鵜飼 時子  285-1532

七塚生涯学習センター

第2・ 4金曜  10:00～ 12:

細井 エミ子  2830456
宇ノ気生涯学習センター

宇ノ気老人センター民踊会

第 1・ 3水曜 10:00～ 11:

黒島 久江  2833123
ノ気老人福祉センタ=

コーラスグループ七海

月 2日程度 9:30～ 11:

丸井 町子  2830415
浜北五福館

第3土曜  9:30～ 12:

平田 ゑみ子  283-2041

宇ノ気生涯学習センタニ

第2・ 4火曜 13:30～ 15:

金 田  玲子   285-0614

七塚生涯学習センター

第1・ 3・ 5水曜 20:00～ 22

糸L地 玲子  2851353

宇ノ気生涯学習センター

高 松 き もの 着 付 教 室

毎週月曜 19100～ 21:

毎週木曜 10:00～ 12:

東谷 真紀子 2810159
大海交流センター

合唱団シュシュ

第2・ 4土曜 10:30～ 12:

片山 麻利  283-2249

宇ノ気生涯学習センター

七塚川柳会

第1水曜  14:00～ 16:

井口 武久  2850638
七塚生涯学習センター

生田流等曲宇ノ

観輝 :器:鼻

榊原 文子  2850818
宇ノ気生涯学習センター

七塚囲碁クラ

毎週曰曜  9:30～ 17:

堀 雄二  2833584
七塚生涯学習センター

宇ノ気囲碁クラ

毎週土曜 13:00～ 191

長山 孝信

ノ気生涯学習センタt

大海交流センター

ヽ
か



摯

子聡 申 鰐
一

:::“ f千二E)裏千家茶道 七塚支部 書道教室 警四
第2・ 4火曜 13:30～ 16:OC

増山 喜美子 283-2135

秋浜公民館

随時    随時

氣谷 勝幸 285-0720

第2・ 4木曜 10:Oll～ 11:3

三好 紅舟  2833655
宇ノ気生涯学習センター

三味線教室 嬌7:"`11lFii写

毎邁水曜("`適体■)20:00-22:0(

竹内 美智子 2811307

高松産業文化センター

宇ノ気盆栽 甲 国 語 手話ボランティア あやとりの会 ライリッシュオカリナ教室 かほくおはなしボランティアやまんは

裏千家茶道 第1土曜  19:30～ 21:OC

※ 11月 ～ 3月 お よび5・ 8月 は休み

澤野 英俊 09← 9765-8893

ヽ宇ノ気生涯学習センター/

書道教室 毎週火曜 1930～ 21■ (

谷内 政紀  2811053

毎週火曜  20:00～ 21:30

曳野 美代子  281-1741

第1・ 3火曜  13:00～ 16:0〔

竹田 員寿美 o9o708283Z

第1火曜   1330～ 1030

第4木曜   93o～ 1230

細り|1 律子   282-5640

高松産業文化センター

第 1・ 3土曜日 9:00～ 12:00

七塚生涯学習センター

毎週土曜

13:30～ 17:00生闘島T'タ ー
15:00～ 17:00 生層学春[ンター
第2・ 4水曜

19:30～ 21:30生
=学
盲[ンター

ぐ丸 峰子 283-138レ

民謡 (唄 ) 蘭墨会第 1(水墨画 ) 閥墨会第 2(水墨画 ) 手づくリエ房
毎週水曜 20:00～ 22:0(

鵜飼 昭子  285-0274

七塚生涯学習センター

第2火曜  20:00～ 22:00

加藤 幽香  283-0645

白尾公民館

第2・ 4火曜 1330～ 100(

山田 正子  281-2743

第 1・ 3火曜  13βO～ 15Ю0

調山 英美子  282-5850

毎週水曜  2000～ 2200

中村 栄子 0901395160〔

響 争貸●11 初激栗含詰クラフ 英会議 押し花

三味線 裏千家茶道教室 高松支部 毎週木曜  2000～ 22Ю (

田辺 豊  281-0055

第2・ 4火曜  1950～ 22つ 0

■日 恵美子 281-0722

第3木曜  1360～ 16Ю0

葛葉 タカ  281-2464毎週水曜  20:00～ 22:Ol

鵜飼  日召子  285-0274

七塚生涯学習センター

第2・ 4火曜 18:30～ 21:0(

安達 宗秀  283-4538

宇ノ気生涯学習センター

草月流

毎週水曜  13:00～

高田 葛茂  2810586
高松宇ノ気ギタークラブ ワヽイアンキルトサークル やまぶき句会

第2・ 4水曜 1)30～ 21 βC

細川 周次  281-3009

第3木曜  1■ 15～ 2045

畠中 尚美  282-5460

第1金曜  1400～ 1600

細川 律子  282-5640民舞 兼生八千草教重 宇ノ気西川茶道教室 吉  流

毎週木曜 20:00～ 22:{

塩本 美和子 283-5677

七塚生涯学習センター

第1,3木曜 13:00～ 16:00

西川 三津子 283-0284

(宇 ノ気生涯学習センタ
=ノ

毎週火曜  14:00～

′‖口 理智  281-2032

局確 天 樫 季 クフフ ひまわリクラブ もくようクラフ

毎週金曜 1990～ 21Ю (

砂山 和夫  283-2648

毎週火曜  930～ 1100

香林 維子  2810573
毎週木曜  930～ 1lЮ0

青山 興志子  2811373嵯峨御流 かほく市写真協会

毎週木曜
笙

膜II
西田 ムツ子 090209371

七塚生涯学習センター

毎週土曜  13:00～

木本 伸甫  281-0208

第3土曜  19:30～ 22:∝

山本 利光  2831901
+擦 4「覆 壼 禅 十 した_プ高松陶芸会 七塚支部

毎週水曜 14:00～ 22:00

毎週土曜 14:00～ 17:00

奥村 文秀 2812963
アクロス高松

草月流 星 の 会 グラスアートサークル Kふれんず 7k墨 面 十 燿 着 室 子 どもお争教室

第1～ 3水曜  19:00～ 20130

2837137(か ほく市生涯学習課)

民謡 (太鼓) 観耀‖器I鼻‖
能任 流伸  283-3733

七塚山草会
活動日・場所  随時

フロ本f  鶴1   283-7545

会員募集中 :

“
21土曜くな,は体4)20:00-21:00

丸井 厚司 0904684-1661

軍量竃0∞」『"
Jヽ 笠原 考子 090-75880412

第2・ 4木曜 10:00～ 12:0(

紺谷 悦子  2850511第1・ 3金曜 19:30～ 21:3(

鵜飼 昭子  2850274
七塚生涯学習センター

押 し花教室 ※問い合わせはかほく市生涯学習課まで

七塚とうへんぼく 随時   随時

別宗 妙嶺 2832253
うのけ山草会 七塚ギターサークル ふれあいカルタクラブ 第1・ 3水曜 20:00～ 22:0(

第3土曜  9:30～ 12:00

葛葉 タカ  281-2464

子 どもパステルアー ト教室

第2土曜   14:00～ 15:30

2837137(か ほく市生涯学習課)

※問い合わせはかほ〈市生涯学習課まで

宇ノ気民舞教室 毎週火曜 19:00～ 22:0(

毎週水曜 13:00～ 17:∝

第3金曜  19:30～ 21:3

冨澤 洋- 2833997
宇ノ気生涯学習センター′

第2・ 4土曜 13,00～ 16:00

田丸 喜久 0909443-0292

毎週土曜  9:00～ 12:00

元祐 謙吾 090-70886107毎退火曜 20:00～ 22:00

木村 悦子  283-1497

宇ノ気生涯学習センター ′

小原流

毎週金曜
|::器11::I

毎週木曜 16:30～ 19:3

越 豊佳  283-3582

遠塚女性会茶道教室 ゲンロク (弦六 ) 七塚手話教室

第2・ 4火曜 20:00～ 22:00

塚本 洋子  2851328
第1・ 3木曜 20100～ 22:00

能戸 俊二 〇903290-2134

毎週金曜 20:00～ 22:0(

河智 章  281-2625

かはくお|まなしポランティアやまんばrぉはなしのへや」

第2水曜   1330～ 1000

細川 律子   2825640

戯

紺谷 重男 2851839
七塚生涯学習センター

宇ノ気支部

草月流

調
一
・
　

¨
7,( 諄F恥 やまんばサロン

宇ノ気陶芸教室 木曜・月 3回 15:00～ 17:α

森田 紀代美 281-2748

宇ノ気生涯学習センター

第4火曜  10:00～ 12:OC

細川 律子  282-5640毎週日曜 9:00～ 12:0(

遠藤 啓二  283-2863

宇ゝノ気老人福祉センタフ

皇風煎茶礼式宇ノ気教室 蘭墨会 (水墨画)宇ノ気 子どもの本をたの しむ会 裏千家茶道
第1・ 3・ 4・ 5火曜 9:30～ 12:01

望月 武子  283-0712

第1・ 3火曜 10:00～ 11:3C

谷内 登茂男 283-6731

第3水曜  10:30～ 12:OC

鈴木 晶子  283-4539

咸

第1・ 3火曜  20:00～ 22:00

松田 ゆかり  283-4706

外 日角区民セ ンター

毎週金曜 20:00～ 22:α

安島 洋苑 285-2184 子 と も鳳I茶教 至 オカリナ宇 ノ気教室 日本語教室

古 流 嗜1または2± 3E日 9:30～ 11:01

望月 武子  283-0712

第2・ 4火曜 10:30～ 13:00

藤江 堅二  272-8364

第2・ 4土曜  9:30～ ‖ :00

電良賀野佳代子  283-3511

―ほ
第2・ 4金曜 17:30～ 20:0(

岡本 静子 2833223

宇ノ気生涯学習センター ″予央宏詰教至 ドイツ語教室 手話サークルつつ じの会

第 1・ 3火曜 20:00～ 21:3(

ニロ 恵美子 281-0722

※8～ 10月 は休み

毎週火曜  19:30～ 22:00

贅山 美千代 o9080972644

※8～ 10月 は休み

鋼水曜帽瑞I蟹:
多田 久展 090-2835-478`

の方 もお気軽に こ 加 ｒ
しお気軽にご参加下さい。


