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L..… … _… _… _… 1行 :かほく市教育委員会生涯学習課

■目網目隅理憂■■l※活動場所が記載されていない団体は指導者宅ノ

さい。     |
T「

` 
クOQ_71,7      _ 高松短歌会 お どる舞 う会

毎週金曜 19:30～ 22:(

架谷 紀子 2812416
高松産業文化センター

橘宝会

毎週金曜 12:30～ 17:OC

ハ111  タト,支治  281-0634

琴修会高松教室

活動場所になります。

第3日 曜  13:30～ 161(

南 弘   2825002
たかまつまちかど交流館

A第 2・ 4水曜 11:00～ 12:30

谷 徳子  2S10888
B第24水曜  9:30～ 11:00

大塚 敦子  282-5414

C第 2・ 4金曜 20:00～ 22:00

森 悦子   2810874
高松産業文化センター

団体名 七塚教室
活動曜日  時 間

連絡先氏名 電話番号

活動場所

はまなす コー ラス

毎週金曜 20:00～ 21:4

喜多 征子  2811394

高松産業文化センター

絵画教室 はまなす句会

第 1土曜  13:30～ 16:0(

西谷 謙- 281-0182

高松産業文化センター

うのけ短歌会

第2木曜  13:30～ 16:00

ヒ野 豊千 2830787

素乃の会 毎週木曜 19:30～ 22:00

富澤 明次  283-]033

七塚生涯学習センター

第2金曜  19:30～ 21:00

■―‐ まさみ 08019672550

宇ノ気生涯学習センター ノ

毎週木曜  13:30～ 16:3C

睦 素乃  2830778
七塚生涯学習センター宇ノ気生涯学習センター 宇 ノ気女性謡曲教室

毎週木曜 13:00～ 14:0(

丹羽 外茂治 281-0634

宇ノ気生涯学習センター

高松吟詠会 高松少年少女合唱団 風港高松句会 康翠の会

毎週金曜 19:30～ 22:OC

松本 康翠 0907747-6843

七塚生涯学習センター

琴音の会オ リンピア
毎週木曜 20:00～ 22:00

竹田 求  28122951
高松産業文化センター |

事4以外の毎週土曜 9:30～ 11:3C

桜井 晴美 09070892642

高松産業文化センター

第1金曜  10:00～ 12:0(

谷日 比呂子 281-2768

大海交流センター

第2・ 4土曜  12:00～ 16:00

北 外志美  2812674
高松産業文化センター第2火曜  10:00～ 12:00

城戸 由美  2812981
高松産業文化センター

宇ノ気水曜謡曲会
河北台吟詠会

第 1・ 3火曜 19:00～ 20:30

新田 哲夫 2830306
外日角公民館

うなば らコー ラス

第24月 曜 19:30～ 21,31

西垣 弘子  2850836
木津老人会館

桑の実俳句会  |
壼j災薩 IJibOこ :::“

|

酒井 孝子  28521671

七塚生涯学習センター |

歌謡舞踊教室 毎週水曜  14:00～ 16:α

冨澤 明次  2831033

＼宇ノ気生涯学習センタ■/

琴盛会

毎週金曜  13:00～ 15100

松本 康翠 0907747684

宇ノ気老人福祉センター

随 時
13:30-15:30

20:Oo‐‐22:00

281-0324幸子西盛

七塚絵手紙教室

影

第3水曜  13:30～ 15:30

※ 12月 は第2水曜に活動 `月  1月 は休み

金子 由紀子  283-0656
七塚生涯学習センター

了
宇 ノ気吟詠教室 コール・チヤーミング 新蔵冨美男一座

随時    随時

新蔵 利美雄 283-3181

琴修会宇 ノ気教室

第 1・ 3水曜  10:00～ 14:30

第2・ 4水曜  13:30～ 15:00

林 道子   2832715
、 宇ノ気生涯学習センター ′

第 1・ 3金曜 10:00～ 12:0(

櫻井 重男 2831487
宇ノ気生涯学習センター

第 1・ 3月 曜 20:00～ 22:0(

須崎 典子  2837473
白尾児童館 うのけ絵手紙教室 宇ノ気老人センター民踊会

剣詩舞道教室

第 1・ 2・ 3土曜 20:00～ 22:(

竹中 公美  2810843
大海交流センター

吟詠美翔会 コーラスグループ七海 第2・ 4金曜  10:00～ 12:

金子 喜代子  2830957

、 宇ノ気生涯学習センター /

宇 ノ気図書館句会

第3土曜 10100～ 12:よ

平IJ] ゑみ子  283-2041

、宇ノ気生涯学習センタTノ

第 1・ 3水曜 10:00～ 11:3(

黒島 久江  2833123
、宇ノ気老人福祉センタ /

毎週金曜 20:00～ 22:0(

北滉負  くみ7  283-1587

宇ノ気生涯学習センター

月 2回程度 9:30～ 11:30

丸井 町子  283-0415

浜北五福館 七塚 きもの着付教室
木津吟詠会 女声 コー ラスアザ レー

第2・ 4金曜 20:00～ 2210(

杉本 静子  285-0550

宇ノ気生涯学習センター

/111圏
壺Z日露ヨE鮨壼西饉奉ヨ||

村芝居

第2・ 4火曜 13130～ 15:3(

金田 玲子  2850614
七塚生涯学習センター

毎週金曜 20:00～ 22:00

飴谷 喜美子 2850347

木津公民館

高松川柳会 か ほ

毎週水曜  20:00～ 22:00

津田 美幸 09082671587

高松産業文化センター

生田流事曲高松支部

毎週木曜 19:30～ 21:3(

丹羽 栄美 2825623
高松産業文化センター

第4日 曜  13100～ 16:OC

橋爪 無声子(宏 )2810819

高松産業文化センター

高松囲碁クラブ 毎週日曜  i3:00～ 18:00

※月例大会も随時開催

桜井 正次  2810813
宇 ノ気 きもの着付教室

第1・ 3・ 5水曜 20:00～ 22:00

糸L地 玲子  285-1353

、宇
ノ気生涯学習センタ弓ノ

毎週土曜 13:00～ 1810(

浅野 勘六  281-1275

高松産業文化センター

大海涛々吟詠会 合 唱団 シュシュ

第2・ 4土曜 10:30～ 12:0(

内潟 明子  283-2560

、宇ノ気生涯学習センタープf楡距リ
歌謡教室 (遊芸友の会 )

随 時

(井
 いつお080-6364-35ッ

七塚川柳会

J鶴L

生田流筆曲宇ノ気支部 第1水曜  14:00～ 16:Ⅸ

井口 武久  285-0638

、七塚生涯学習センター ノ

七塚囲碁クラブ

毎週水曜 10:0°
～12:00

19:30-21:30

榊原 文子  285-0818

、宇ノ気生涯学習センタ
=ノ

毎週 日曜  9:30～ 17:00

功]  を腟[1    283-3584

七塚生涯学習センターパッチヮークサークル大人のピアノ教室 フラダンス

態臥

国
毎週金曜  9:00～ 13:00

山田 直美 09043278971

宇ノ気生涯学習センター

毎週水曜 20:30～ 21:40

能任 順子  283-0036

クラブパレットスタジオ

第 1・ 3水曜 9:30～ 11:3(

表 卓美  283-1744

宇ノ気生涯学習センター

宇 ノ気囲碁 クラブ

毎週土曜 13:00～ 19:0〔

長山 孝信 090283527∝

ヽ宇ノ気生涯学習センタッ

盆

「

ゝ
F



裏千家茶道 七塚支部 書道教室

第 2・ 4火曜 13:30～ 16:00

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 10:00～ 11:&

三好 紅舟  2833655
宇ノ気生涯学習センター 留別　８９３　・２̈８‐．０］

燿
澪
曇

第‐．３
鵬
計

宇 ノ気盆栽

第1土 曜  19:00～ 21:31

※11月 ～3月 は休み

澤野 英俊 0909765-88∝

、宇ノ気生涯学習センタっノ

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

裏千家茶道 書道教室 毎週火曜  1■ 30～ 218(

谷内 政紀  2811053
毎週火曜  20:00～ 21:3C

視野 美代子 281174]

第 1・ 3火曜  13:00～ 15:00

竹田 員寿美 281-36120務 先)第 1・ 3土曜 日 9:00～ 12:OC

七塚生涯学習センター

毎週土曜

13:30～ 16:30 生菫蠣二Lター
15:00～ 17:00 生澪争ξ[ンター
第2・ 4水曜

19:30～ 21:30 笙灌学春[ンタ

J丸 峰子 2831388ノ

三味線教室 蘭墨会第 1(水墨画 ) 蘭墨会第2(水墨画 ) 手づくり工房 かほくおはなしボランティアやまんぼ

鋼相帖5肺
“2)00～ 220d

竹内 美缶 f 28113071

高松産業文化センター |

第2火 曜  20100～ 22:00

加藤 幽香  2830645
白尾公民館

第24火曜 13:30～ 1 5 Cl(

IJI IIl  iF r   281-2743

第13火曜  1330～ 1500

朝山 芙美子  2825850

毎週水曜  20Ю O～ 2200

中村 栄子 0901395160(

第 1火曜   1330～ 16Ю0

第4木曜   980～ 1230

高松 r2Y業 文化センターー

高松支部

初級英会話クラブ 栗 会 詰 碑 し花

民謡 (唄 )

毎週水曜 20:00～ 22:(

鵜飼 昭子  2850274
七塚生涯学習センター

裏千 家茶道教室

第2・ 4火曜 18:30～ 21:30

安達 秀子  283-4538

宇ノ気生涯学習センター

毎週木曜 2000～ 21:5C

「 1辺  豊  28]-0055

第24火曜  1950～ 2200

■日 恵美子  28]0722
第3木曜  1330～ 16Ю0

葛葉 タカ  2812464
第4火曜   1000～ 12Ю0

第2水曜   1330～ 17Ю0

七塚41涯 IF習 センター

糸田メ|1  作書F     282-5640

草月流

固

かほく市写真協会 ,

日7i tれ鋼
＼_■塚生涯望習士ンターノ

西オ」 巌  2837545

毎週水曜  13:00～

高田 葛茂  281-0586

高松宇ノ気ギタークラフ ワヽイアンキルトサークル やまぶき旬会

第24水曜 1)30～ 21■ C

糸田ノ|| 「可と欠   281-3009

第3木曜  19:15～ 2045

島中 尚美  2825460
第1金曜  1400～ 1600

細ノ|| イ事子  282-5640三味線 宇ノ気西川茶道教室 古 流

毎週火曜  14:00～

川口 理智  2812032

ψ
毎週水曜  20:00～ 22:α

鵜飼 昭子  285-0274

七塚生涯学習センター

第 1・ 3木曜 13:00～ 16:00

西川 宗津  2830284

、宇ノ気生涯学習センターノ

高松太極拳クラブ ひまわ リクラブ もくようクラブ

毎週金曜 19Ю O～ 21Ю (

砂 |]  ド||プ :   器3-%郷

毎週火曜  9βO～ 1130

香林 維子  2810573
毎週木曜  9130～ 1lЮ0

竹中 絹 子  2810762嵯峨御流

民 舞

毎週木曜  20:00～ 2210(

塩,ト  リにオ11■   283-5677

七塚生涯学習センター

毎週土曜  13:00～

木本 伸南  281-0208

高松陶芸会 七塚支部

毎週水曜 14:00～ 22:3(

毎週土曜 14100～ 19:0(

奥村 文秀  281-2963

アクロス高松

草 月流

毎週木曜 1°
:00～ 12:0(

17:00～ 21:Ol

能任 流伸 2833733

星の会 グラスアー トサークル Kら、れんず 蘭墨会 (水墨画)七塚 子どもお等教室

第 1～ 3水曜   19:oo～ 20:30

2837137(かほく,|,4i涯 学習課 )

※問い合わせはかほく市生涯学習課まで

20:00-20:31

毎週金曜  `千 三12
20:30-22101

(大人 )

西田 ムツ子 0902093712

浜北公民館

会員募集中 1

■,1ま費r4手け体み)20:00-21:00

メL,1' |ヤ:1109()46841661

第 2日 曜
 1。 :。。～15:30

第4土曜

小笠原 考Jf 090 7588-0412

第2・ 4木曜 10:00～ 12:00

紺谷 悦了 2850511

押 し花教室

七塚 とうへんぼ く 第2・ 4水曜  20100～

中村 白嶺  2833783
うのけ山草会

第3金曜  19:30～ 21:〔

冨澤 洋 - 2833997

、宇ノ気生涯学習センター

七塚ギターサー クル ふれあいカルタクラフ 第 1・ 3水曜 20:00～ 22:0(

第3土曜  9:30～ 12:00

葛葉 タカ  2812464

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4i浚 ;学習課)

※問い合わせはかほく市生涯学習課まで

毎週火曜 19:00～ 22:0(

毎週水曜 13:00～ 17:α

第2・ 4土曜 13:00～ 16:00

田丸 吉久 09094430292

毎週土曜  9;00～ 12:00

元祐 謙吾 09070886107宇ノ気支部

民謡 (太鼓 )

第 1・ 3金曜 19:30～ 22:(

鵜飼 昭子  2850274
七塚生涯学習センター

毎週金曜 |♀ i99■ 11型
19:00-22:0(

紺谷 重男  285-]839

七塚生涯学習センター

草月流

第1・ 2・ 4木曜 15:00～ 17:0(

森 口l 紀代美 281-2748

毎週金曜  20:00～ 22:α

安島 洋苑  285-2184

宇ノ気生涯学習センター

還塚女性会茶道教室 ゲンロク (弦六 ) 七塚手話教室

第2・ 4火曜 20:00～ 22:00

塚ラヽ 7羊 子  285-1328

第 1・ 3木曜 20:00～ 22:00

能戸 俊二 〇9032902134

毎週金曜 20:00～ 22:0(

河智 章  281 2625 裏千家茶道

第 1・ 3火曜  20:00～ 22:00

松田 ゆかり  2834706
外 日角 区民セ ンター

ノ気民舞教室 宇ノ気陶芸教室

毎週火曜  20:00～ 22:{

木村 悦子  2831497
宇ノ気生涯学習センター

毎週 日曜  9:00～ 12:0(

遠藤 啓二  2832863

、宇ノ気老人福祉センタ
=ノ

いけはな小涼流 蘭墨会 (水墨画)宇ノ気 子どもの本をたのしむ会 武術太極拳宇ノ気クラブ

吉 流

第2・ 4金曜 17:30～ 20:α

岡本 琴静  2833223
宇ノ気生涯学習センター

、               ノ

毎週末曜 16:30～ 19:叡

越 佳子  2833582
第 1・ 3火曜 10:00～ 11:30

長原 道子 283-2303

第3水曜  10:30～ 12:00

鈴木 品子  2834539
毎週木・土曜 19:00～ 21:30

波遡 郁代  2831439

♂
戊
げ

三味線

機
うさぎクラフ オカ リナ宇 ノ気教室 フィッ トネス 手話サークルつつ じの会

第 2・ 4火曜 20100～ 22:0(

|ll本  喜美子 285-0528

ヽ宇ノ気生涯学習センタちノ

毎週木曜  17:00～ 18:α

月ヒti  ,1頁 iF   283-2100

第2・ 4火曜 10:30～ 13:00

藤江 堅二 2728364
毎週火曜  20:00～ 21:30

笹井 共津代  283-3572

毎週水曜  19:30～ 21:00

多田 久展 0902835478′

あけぼの読書会 英 会 詰 教
=

ドイツ語教室 皇風煎茶礼式宇ノ気教室

第4金曜  14:00～ 16:α

多田 久直  2850644

第 1・ 3火曜 20:00～ 21:30

村島 睦子 0902834-4076

毎週火曜  19:30～ 22:00

横山 美千代 09080972644

毎週火曜  9:30～ 12100

西
「

| なほみ  283-1061

※どの地区の方もお気軽にご参加下さい。


