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講座・グループへのさそい

講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

手芸教室

古布を使った小物作り、人形作り。   

北房文化センター 毎月第２木曜日 9:00～12:00 ５名

1回1,000円

花遊びアレンジメント教室

季節に応じて生花、アーティフィシャルフラワー、プリザーブドフラワー等で、暮らしにお花の遊びを取
り入れましょう。   

北房文化センター 毎月第３木曜日 19：00～20：30 なし

月3,000円程度

クッキングサークルＭ

料理教室。季節の野菜を使った捨てる所の少ないエコ料理。

北房文化センター 毎月最終日曜日 10:00～12:00 24名

１回1,000円

書道クラブ

競書誌の課題や自主課題を設け、講師の指導添削を受けて練習。

北房文化センター 毎月第１・３金曜日 13：30～15：30 なし

必要に応じて

北房俳句会

句会、互選、合評。

北房文化センター 毎月第４木曜日 13:00～16:00 なし

年5,000円

北房川柳会

毎月一回句会開催。後日句報編集、製本、一般配布。

北房文化センター 毎月第３火曜日 13:30～16:30 なし

年2,000円

はがき絵同好会

野菜、花、果物、風景などをハガキにスケッチし、水彩絵の具で仕上げる。

北房文化センター 毎月第２火曜日 13:30～16:00 なし

無料

北写連　わらび

写真好きの集まりです。日頃撮りためている写真を文化祭等で皆さんに観ていただくのを楽しみに撮っています。

なし 不定期 その都度 なし

なし

ナチュラルフラワー

季節の花木を使い、生花、フラワーアレンジメント等楽しんでいます。

講師自宅 月１回 13：00～ なし

1500円
（材料費含む）

押し花アート

押し花を使って作品を仕上げる。

北房ふれあい会館
毎月第１月曜、
第２火・木曜、
第３木曜

13:30～16:00 なし

必要に応じて

木工品や自然木等、材料は自由ですが、彫りと漆塗りを学びます。古くなってつやがなくなったお盆など
も再製する事が出来ます。

臥牛彫り教室 北房文化センター 毎月第１・３土曜日 13:30～15:00 20名

月1,500円

北房陶芸教室

月に１度、外部講師から技術をおそわっています。各々、目標に向かって作品を作っています。   

北房文化センター 第２金曜、不定期 18：00～ ２０名

年5,000円

パッチワーク教室

パッチワーク。

北房文化センター 毎月第４火曜日 13:30～15:30 なし

１回500円
（材料費別）

北房文化センター
℡0866-
52-5220

北房ふれあい会館
℡0866-
52-3045
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先
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作
落合振興局
℡0867-
52-1111

北房ふれあい会館
℡0866-
52-3045

落合短歌会 落合総合センター 毎月第2日曜日 13:00 ～17:00 なし

年1,000円短歌会の開催。

アトリエ・ケイ 落合総合センター 毎月第２火曜日
毎月第３火曜日

（第２）13:30～15:30
（第３）10:00～12:00 各15名

1回700円
＊材料費別クレイアート。

草月流 講師自宅 なし

月3,000円

月２回（希望に応じます）

「落合まちかど展」、「落合文化祭」に参加。
ご一緒に植物素材を使った造形を楽しんでみませんか。

落合陶芸クラブ 落合老人福祉センター隣
おちあい窯

毎月第１日曜日
（４月～12月） 不定 なし

年4,000円備前、信楽の土を使い、陶器を作り、素焼、本焼を年に3～4回行います。まちかど展等に展示します。

落合草木染め教室 落合総合センター 毎月第４土曜日 13:00～16:30 なし

月750円染色した作品をまちかど展や文化祭に展示します。

木目込人形教室 落合老人福祉センター 毎月第１・３金曜日 13:30 ～16:00 なし

月100円
生徒ばかりの教室ですが、とても楽しい教室です。人形が完成したときの嬉しさは何とも云えません。木
目込人形をしてみたいと思われる方、是非一度教室に来てみて下さい。

サークル・マゼンタ 落合総合センター 毎週月曜日 14:00 ～17:00 10名

無料油絵制作。

小原流 各講師自宅 なし

月2,000円から

各講師による

〝いけばな〟を通じて日本の伝統文化に親しむ。

川柳おちあい

定例句会と、柳誌「しらうめ」の発行。市内外の川柳大会などに参加。

落合総合センター 毎月第１木曜日
13：30～16：30

（２時間） １０名

年8,000円

リボンフラワー教室 北房ふれあい会館 毎月第１・４木曜日、
第２土曜

第１（木）13：00～15:30
第２（土）13:00～15:30
第４（木）9：00～11:30

なし

必要に応じてリボン・布で造花を作成。

落合書道サークル 落合総合センター 毎月７日・２５日 9:00～12:00 なし

月2,000円
（本代、謝礼含む）

７日、毎月購読している〝墨潮〟誌の中から課題を練習して添削していただく。
２５日、練習した作品を出品するために選んでいただき墨潮誌に送る。

フラワーアレンジメント。

フラワーアレンジメント教室 北房ふれあい会館 毎月第1火曜日 19：30～21：00 なし

必要に応じて
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

久世公民館
℡0867-
42-1116

久世公民館 毎月第１・３木曜日 12:30～15:30 なし

月5,000円
年会費2,400円

月2回の課題の作品に師範から直接添削指導を受け、会員の希望と力量に応じて各種展覧会に出品する。

レザークラフト 久世公民館 毎週金曜日 19:30～22:00 5名

1回1,500円ハンドバック、サイフ等を革を使って手作りします。

絵手紙教室 落合人権・福祉センター 毎月第３水曜日 午前9：30より １５名

必要に応じて
徴収絵手紙の作成。

久世水彩画教室 久世公民館 毎月第２・４木曜日 13:00～16:30 12名

年会費
7,000円

自分の描きたい絵を描き、その時間を楽しみながら随時、先生の指導を受ける。時には、感慨でスケッチする
ことも。（ロビー展や文化祭に作品を展示する。）

落合絵画教室 ギャラリー葵 第２・４土曜日 13:00～16:00 なし

月2,000円油絵、水彩画、パステル画、色鉛筆など。

まにわ書道教室 落合総合センター 毎週木曜日 16:00～19:00 なし

月/大人4,500円
月/小人4,000円
別途毎月テキスト代
大人900円
小人600円

書道教室。

和服リフォーム 落合総合センター 第２・４木曜日 10:00～12:00 なし

なし着なくなった和服で洋服などをつくります。   

生花教室 落合人権・福祉センター 毎月第2火曜日 午前10時より
2時間程度

8名

必要に応じて
徴収

生花教室。

習字教室 落合人権・福祉センター 毎月第4木曜日 午前10時より １０名

必要に応じて
徴収

習字教室。

絵画クラブ 自宅 通年 不定 なし

無料絵画制作。

編み物教室 落合人権・福祉センター 第１・３火曜日 9:30～11:30 15人

月500円編み物。

落合絵手紙友の会 落合総合センター 毎月第３土曜日 13:30～16:00 なし

1回1,000円ハガキに絵を描いて、言葉を添えて相手に送る、絵手紙教室です。

作

品

制

作

落合振興局
℡0867-
52-1111
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

勝山文化センター
℡0867-
44-2011

月3,500円

日本画教室 勝山文化センター 毎月第２土曜日 12:00～16:30 8名

初心者でも丁寧な指導で基本から学べ、楽しく描けます。

月500円

俳画四季の会 勝山文化センター 毎月第４金曜日 13:00～16:00 10名

季節の風物を色紙に自由に描きます。季語の勉強を通じて俳句を作ります。ご参加お待ちしております。

料理クラブ 勝山文化センター 毎月第３金曜日 10:00～13:30 20名

月1,000円季節の野菜を使った料理、簡単なお菓子を作ります。

料理教室 勝山文化センター 毎月第2木曜日 10:00～13：00 20名

月1,000円季節の野菜を使った料理と簡単なお菓子を作ります。

絵てがみ　椿の会 久世公民館 毎月第3木曜日 13:00～16:00 10名

月1,000円季節の花や、野菜、果物等、色々とハガキに書いて、楽しむ、若い人から大きい人達が集まって書いている。

カリグラフィー・
アルファベットライン 久世公民館 第4日曜日

（不定期あり）
10：00～11：45 10名

1回1,500円アルファベット書道（カリグラフィー）の学習、作品作り。定期作品展開催。

フラワーアレンジメント教室 勝山文化センター 月1回土曜日 13:30～15:30 なし

3,000円
(花材代)フラワーアレンジメント。

楽しいパッチワーク教室 勝山文化センター 毎月第1火曜日 9：30～11：30 なし

1回500円
（別途材料費）初めてパッチワークする人も、かわいい小物や素敵なバッグ、タペストリー等が楽しく作れます。

ぬうぬう 勝山文化センター 毎月第1木曜日 9：00～11：30 なし

月200円パッチワークをしています。課題はなく、各自思ったものを作っています。作品を見せあい、おしゃべりをし
たりと楽しい時間をすごしています。

月1,300円

勝山陶芸教室 勝山文化センター 毎月第３土曜日 10:00～15：30 20名

信楽・備前等の土を使用して、課題作品や自由作品を作ります。

絵手紙教室 勝山文化センター 毎月第３火曜日 13:30～16:00 15名

月1,000円草花や野菜など、身の回りの物をハガキや色紙などに描きます。

久世公民館
℡0867-
42-1116

久世陶芸教室 宮芝交通公園内 随時 1時間程度 13名

年3,000円日常生活に必用とする茶碗、皿、一輪刺し等々。

アロマリラクセーション
サロンCocoro 自宅、出張可 第2日曜日、第4土曜日 いずれも14時～

（人数が多い場合は10時～） なし

2,000円～アロマやハーブについて学び、それらを使ったクリームなどの化粧品作りや生活を楽しむ雑貨などを作ります。

作

品

制

作
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

勝山文化センター
℡0867-
44-2011

美甘振興局
℡0867-
56-2611

池田やす子
℡0867-
62-2246

大岩百合子
℡090-

5241-0481

長尾富子
℡0867-
66-3136

丸山美沙子
℡0867-
66-2367

勝山短歌会 勝山文化センター 各月 9：30～12：00 なし

2,000円（年間）短歌についての話し合い、学習する。

池坊いけばな 勝山文化センター 月2回（要相談） 13：00～（要相談） なし

１回1,500円
+材料代

池坊いけばなの自由花・生花・立華を楽しめます。スタートは、身近な花材を使って自由花を楽しみましょう。
免許取得も可能です。

書道クラブ 勝山文化センター 毎月第1・3金曜日 第1(金)9：30～12：00
第3(金)10：00～12：00

20名

月1,000円
・書を学ぶ（楷書・行書・草書・かな・細字・ペン字）。先生よりお手本を書いてもらい、指導・添削を受け練習する。
・全国書道シルバー展岡山・勝山文化祭へ出品する。

写真同好会 なし 通年 随時 なし

なし会員が撮影した写真を文化祭などで展示しています。

美甘絵手紙教室 美甘保健文化センター 奇数月の第２木曜日 19:00～21:00 なし

１回1,000円
+材料代

課題に取り組み、作品を文化祭などで展示しています。

水墨画教室 黒田コミュニティハウス 第１・３月曜日 13:30～15:30 なし

月2,000円課題に取り組み、作品を文化祭などで展示しています。

編物教室 生涯学習の館 毎月第2月曜日 13：00～16：00 なし

月500円ベスト、セーターなどの編み物作品を制作しています。

蒜山短歌会 八束コミュニティセンター 毎月第四月曜日 13:30～15:30 なし

年7,000円２ヶ月に１回、短歌冊子を作りそれにより勉強をする。

ゆるるか草木染クラブ 津黒いきものふれあいの里
ささゆり館

毎月第三木曜日
５～７月　９～１１月

13：00～16：00 10名

年会費2,000円
＋材料費（500円～）

蒜山の草木を中心に染めています。作品はその日に持ち帰り出来ます。初心者大歓迎！
一回だけでも体験してみませんか?

蒜山吟社 八束コミュニティセンター他 句会（新年・花見・名月・忘年） 2～3時間 なし

年会費
6,000円

吟社活動としての句会。新規の方も自由参加。投句・貼り出しして全員で選句、「天・地・人」賞を選びたたえる。
年間活動は毎月の投句誌「のびる」発酵。

作

品

制

作

勝山パン教室 勝山文化センター 毎月第3土曜日 9:00～13:30 16名

年１0,000円手こねによるパン作り。

かんたん洋裁教室 勝山文化センター 毎月第1・3火曜日 9：00～12：30 ９名

月1,000円個々の体形に合わせた製図をもとに、個人の好みに合わせた服作りを目指します。

季節の料理を楽しむ会 勝山文化センター 毎月第3火曜日 9：00～14：00 12名

月1,000円季節の野菜を使って調理実習。
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

槻の木コーラス 月田公民館 毎月第2・4火曜日 20:00～21:50 なし

年18,000
（6,000×3）円

コーラスの練習。主な発表は、まにわコーラスフェスティバル　・勝山文化祭　・真庭音楽祭　・月田コミュ
ニティの集い。

勝山レディースコーラス 勝山文化センター 毎月第2・4火曜日 20:00～21:30 なし

月1,500円コーラスの練習、まにわコーラスフェスティバル、勝山文化祭などへの参加。

富原ラブリーコーラス 富原公民館 毎月第1・3木曜日 20:00～22：00 なし

月2,000円まにわコーラスフェスティバル、勝山文化祭、地域の行事での発表を目標にコーラスの練習をしています。

ミツワ会 落合総合センター 毎月第２・４月曜日 10:00～12:00 なし

なし大正琴のレッスン等。

大正琴　ひまわり教室 落合総合センター 毎月第１・３水曜日
（毎月２回）

10:00～12:00 なし

無料大正琴の練習。

コール木犀 久世公民館 毎月第１・3土曜日 19:30～21:00 なし

月2,000円月に２回和やかに練習しています。年3回の発表会に向け少しでも美しいハーモニーが奏でられるように
励んでいます。

岡田香真流大正琴 久世公民館 毎月第２・４月曜日 9:00～12:00 なし

月3,100円練習及び文化祭に参加。ボランティア活動、老人福祉施設等に慰問。

タップネス懐かしや音楽講座 久世公民館 第１・３木曜日 10:00～11：30 15名

1回500円健康維持・学びを目的とした音楽サークルです。手・口・舌を同時に動かし、脳半を活性化させる「タップネ
ス」など、音楽で認知症予防・学び・体力維持につなげていきます。

落合シニアミュージカルそらさくら 落合総合センター 毎週水曜日 19:30～21:30 なし

月5,000円シニアがミュージカル公演をする事を目的として日々練習に取り組む事で、地域活性化にも自信の健康維
持にもなりますので是非ご一緒に活動致しましょう。

落合振興局
℡0867-
52-1111

勝山文化センター
℡0867-
44-2011

久世公民館
℡0867-
42-1116

音

楽

筝曲真北（しんぼく）三曲会 北房文化センター 不定期 約２時間 なし

必要に応じて筝曲しんぼく三曲会は、箏、三絃、尺八の会です。それぞれのおけいこの成果を各行事のイベントや文化祭で
発表します。初心者の方も歓迎します。

大正琴コスモス 北房文化センター 不定期 18:00～19:00 なし

必要に応じて敬老の日・文化祭・慰問・真庭音楽祭の練習。

コール白梅 落合総合センター 毎月第１・３木曜日 19:30～21:30 なし

月1,000円女声合唱曲の練習。

岡山すずらん会 落合総合センター
毎月第１・３火曜日
毎月第１・３水曜日
毎月第１・３土曜日

(1・3火)9:30～11:30
(1・3水)9:30～11:30
(1・3土)9:30～11:30

なし

月3,500円大正琴の練習。

北房文化センター
℡0866-
52-5220
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

踊

り

・

体

操

アンサンブル蒜山 八束コミュニティセンター 月1～2回 13:00～16:00 なし

年200円弦楽器を中心とした合奏。バイオリンなどのレッスン可。

蒜山みちのく会 徳田集会所 毎週土曜日 18：30～20：30 なし

年12,000円カラオケの練習をして楽しみたい方、どなたでも自由参加。

やまぼうし ひるぜん自然の家 毎週木曜日 20：00～21：30 なし

年5,000円コーラス　歌うことが大好きな方、いっしょに大きな声で楽しく歌いましょう。

太極拳教室 北房文化センター 毎月第１・３日曜日 10:00～11:30 なし

なし準備体操（太極拳式）、太極拳２４式、４２式、４８式、扇。

北房ヨーガ教室 北房文化センター 毎月第２・４水曜日 9:45～11:15 １０人前後

月1,000円伝統的なヨーガの行法を基に現代風にアレンジして、健康増進に役立つよう提供しています。

３Ｂ体操 北房文化センター 毎月第２・４火曜日 9:30～11:00 １０人

月500円
ボール・ベル・ベルターという用具を使い、音楽に合わせて動きます。体を動かすことで笑顔になります。
笑顔は副作用のない薬です。一緒に楽しみましょう！

四ツ竹教室 北房文化センター 毎月第３木曜日 10:00～12:00 １０人

必要に応じて
竹を４つに割ったものを左右２つずつ指にはめて音を出す琉球舞踊の楽器を使って、音楽に合わせて体操
をする。「カチカチ」という竹の音色はリズム感も良く、皆の息がぴったり合います。けがをしないような体
作りを心がけています。会員一同お待ちしております。

北房ホタルっ子ミュージカル 北房文化センター 地内各種行事前 １時間 ３０人

なしホタル保護。自然保護。地域ＰＲに関するミュージカルの制作、練習、発表。

生命の貯蓄体操 北房文化センター 毎週水曜日 19:30～20:30 なし

なし体操教室。

蒜山振興局
℡0867-
66-2511

畝本秀男
℡090-

2001-5747

中村登志子
℡0867-
66-3917

北房文化センター
℡0866-
52-5220

美甘振興局
℡0867-
56-2611

岡田香真流大正琴美甘教室 美甘保健文化センター 毎月第１・３水曜日 13:00～16:00 なし

月3,100円課題に取り組み、敬老会・文化祭などで発表しています。

美傘連 美甘コミュニティセンター 月2回 19:00～21:00 なし

なし生きがいづくりと、各イベントでの発表に向けて修練しています。

昭和乙女 美甘保健文化センター 第1・3月曜日 13:30～15:00 なし

入会時500円誰でも唱える童謡、唱歌を唱って若さ維持の為、文化祭・敬老会でアカペラで発表しています。

シルバーカラオケ同好会 美甘コミュニティセンター 毎週木曜日 13:00～16:00 なし

なし健康と生きがいづくりのため、声を出しています。敬老会、文化祭で発表しています。

音

楽
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

ＮＰＯ法人
生命の貯蓄体操普及会 落合総合センター 毎週水曜日 19:30～21:30 なし

月2,000円
生命（いのち）の貯蓄体操という名前のとおり、自分の内にある生命力を引き出す健康体操です。丹田呼吸と
ともに、力を抜いて心と体をリラックスさせてのびのびと行います。真庭で２５年も続いて、８０歳の方も
おられます。明るく、楽しく、なごやかな教室です。年齢・性別問いません。皆さんもぜひどうぞ。

ＮＰＯ法人
生命の貯蓄体操普及会 西原コミュニティハウス 毎週月曜日 10:30～11:30 なし

月2,000円
生命（いのち）の貯蓄体操という名前のとおり、自分の内にある生命力を引き出す健康体操です。丹田呼吸と
ともに、力を抜いて心と体をリラックスさせてのびのびと行います。真庭で２５年も続いて、８０歳の方も
おられます。明るく、楽しく、なごやかな教室です。年齢・性別問いません。皆さんもぜひどうぞ。

ＮＰＯ法人
生命の貯蓄体操普及会 上野コミュニティハウス 毎週土曜日 18:00～19:00 なし

月2,000円
生命（いのち）の貯蓄体操という名前のとおり、自分の内にある生命力を引き出す健康体操です。丹田呼吸と
ともに、力を抜いて心と体をリラックスさせてのびのびと行います。真庭で２５年も続いて、８０歳の方も
おられます。明るく、楽しく、なごやかな教室です。年齢・性別問いません。皆さんもぜひどうぞ。

舞華 落合総合センター 月２回隔週土曜日 16:30～17:30 10名程度

年1,000円
（年会費のみ）銭太鼓、傘踊り、踊りの練習。

ハワイアン・フラ 落合総合センター 第１・３木曜日 10:30～12:00 なし

月3,000円ハワイアン・フラ。

落合振興局
℡0867-
52-1111

ＮＰＯ法人
生命の貯蓄体操普及会 落合総合センター 毎週月曜日 13:00～15:00 なし

月2,000円
生命（いのち）の貯蓄体操という名前のとおり、自分の内にある生命力を引き出す健康体操です。丹田呼吸と
ともに、力を抜いて心と体をリラックスさせてのびのびと行います。真庭で２５年も続いて、８０歳の方も
おられます。明るく、楽しく、なごやかな教室です。年齢・性別問いません。皆さんもぜひどうぞ。

北房ふれあい会館
℡0866-
52-3045

ふきのとうクラブ 北房文化センター 毎週水曜日 19:30～21:30 なし

１回1,000円傘踊り。

花柳十の会 北房文化センター 毎週木曜日 15:00～19:00 なし

必要に応じて日舞のおけいこ。

民謡踊り 北房ふれあい会館 毎月第１・３水曜日 13：30～15：30 なし

必要に応じて民謡踊り。

太極拳サークル 落合総合センター 毎月第２・４水曜日 14:00～16:00 なし

1回500円寝たきりにならない為の運動。

太極拳同好会 落合総合センター 毎月第２・４月曜日 19:30～21:30 10名

1回500円寝たきりにならない為の運動。

SKB健康体操教室 北房文化センター 毎週水曜日 13：30～15：00 ３０名

必要に応じてストレッチ　Ｓ、キンニク　Ｋ、バランス　Ｂ、健康体操。

踊

り

・

体

操

北房文化センター
℡0866-
52-5220
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

健幸貯筋体操 久世公民館 毎週金曜日 10:00～11:00 20名

月200円
インストラクターの堀田佳奈子先生のDVDを観ながら、イスに座ってする運動とヨガマットを使ってする
運動で、筋力アップに努め、年齢を重ねても転倒しない身体を作る。

早川踊保存会 久世公民館 毎月第３金曜日 13:30～15:00 なし

年2,000円早川踊りの練習。

久世ダンス同好会 久世公民館 毎週木曜日 19:０0～21:00 10名

月3,000円社交ダンス練習。

久世フラ・アポ 久世公民館 第２・４火曜日 19:00～21:00 なし

月2,500円ハワイアン・フラの基礎から楽しく学び、１年に１曲～２曲をゆっくり覚えていきます。

介護予防・太極拳 久世公民館 毎週水曜日 10:00～11:30 20名

１回２００円介護予防・健康増進のための太極拳・気功体操です。ゆっくりと動きます。イスに座ったままでもできます。
筋力や体力を高め、脳や心も元気にして、齢が増えても自分で動ける身体になりましょう。

久世公民館
℡0867-
42-1116

若葉会(銭太鼓） くるみの館（佐引） 毎週月曜日 13：30～15：00 なし

月600円健康保持とボケ防止と親睦を兼ねて練習をしています。一緒に銭太鼓を楽しみましょう。

落合SKB 落合総合センター 毎週金曜日 13:30～15:00 70名

月1,000円健康体操。ストレッチ、筋肉トレーニング、有酸素運動など。

別所桜の会 くるみの館（佐引） 月1回　第3水曜日 19:00～21:30 なし

なし宝扇流の舞踊。

久世民舞教室 久世公民館
毎月第２・４水曜日
毎月第１・３土曜日

13:00～15:00
13:30～15:30 なし

月2,000円日本の民謡、歌謡曲等踊りの練習。

３Ｂ体操教室 落合人権・福祉センター 毎月第１・３木曜日 午後１時より １５名

必要に応じて
徴収楽しんで３B体操を行い、健康維持に努めています。

若竹会(舞踊） 津田コミュニティハウス（旦土） 毎月第２・４火曜日 13:30～15:30 なし

月2,000円舞踊の練習を月２回、みんなで楽しくしています。

健康ストレッチと太極拳 落合総合センター 第１・３・５金曜日 19:15～20:45 なし

1回500円ストレッチで身体をほぐし、太極拳でゆったりと楽しく身体を動かしながら、心身ともに健康にしていきま
しょう。動く漢方とも言われる太極拳で生涯現役を。何歳からでも始められます。

健康ストレッチと太極拳 落合総合センター 毎月第２・４木曜日 13:30～15:00 なし

1回500円ストレッチで身体をほぐし、太極拳でゆったりと楽しく身体を動かしながら、心身ともに健康にしていきま
しょう。動く漢方とも言われる太極拳で生涯現役を。何歳からでも始められます。

踊

り

・

体

操

落合振興局
℡0867-
52-1111
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

自
然
観
察
会

毎月3回（金曜日）音恵会 八束コミュニティセンター 14：00～17：00 なし

１回1,000円日本舞踊の練習・発表。

落合野鳥の会 野外 毎月１回 半日または１日 なし

年1,000円月１回探鳥会、３カ月ごとに会報「やませみ」発行。小学校や子供会など依頼があれば出向く。

落合振興局
℡0867-
52-1111

蒜山振興局
℡0867-
66-2511

体操教室 川上保健センター 第２・4水曜日 14:00～15:00 なし

１回500円コンディショニング・ピラティス・筋トレ。

勝山文化センター
℡0867-
44-2011

美甘振興局
℡0867-
56-2611

廣岡季余子
℡0867-
56-2006

辻　祐子
℡090-

4143-5508

SKB体操 湯原保健福祉センター 毎月第１土曜日 13:30～15:30 20名

年間約1万円前後S・・・ストレッチ、K・・・筋力、B・・・バランスを整え介護予防に取り組んでいます。

健美操 江川コミュニティセンター 毎月第1・3木曜日 20:00～21:00 10名

月1,000円
（1回500円）

音楽に合わせて、ヨガや太極拳などの動きを取り入れて、ゆったりとからだを整えます。季節の経絡、ツ
ボを調整して、自分のからだの変化に気付き、治せる力を伝えます。

Yae Hawaiian Hula 勝山文化センター 第１・３火曜日 13:15～14:45 なし

月3,000円準備体操、姿勢のチェックをした後、基本のステップをします。ハワイアン・日本の曲に合わせて楽しく踊ります。

十の会美甘支部 美甘コミュニティセンター 月２～3回 13:30～16:00 なし

1回2,000円日本舞踊のお稽古。発表あり。コロナ禍の収束を願いつつ、日舞を楽しく学んでいます。

花柳流日舞の会 美甘コミュニティセンター 月２回 18:30～21:00 なし

1回2,000円花柳流日舞での生きがいづくりと、各イベントでの発表に向けて修練しています。

四季の会 美甘コミュニティセンター 毎月3回（木曜日） 13:30～16:00 なし

月5,000円生きがいづくりと各イベントの発表に向けて修練しています。

踊

り

・

体

操

続さわやか健康教室 久世公民館 毎月第1・３火曜日 13:30～15:30 なし

1回300円介護予防体操。

ウエルハピネス体操 久世公民館 毎月第２・４木曜日 10:30～11:30 20名

会費500円※講師養成講座　実技指導　　　※元気塾出前体操

三葉会 城内コミュニティセンター 毎月第3・第4月曜日 13：30～15：00 15名程度

月600円銭太鼓。

勝山ヨーガ教室 勝山文化センター 毎週火曜日 10：00～11：30
19：00～20：00

10名程度

月3,000円伝統的なヨーガの行法を基に現代的にアレンジして、健康増進に役立つよう提供しています。

久世公民館
℡0867-
42-1116
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

一般財団法人 少林寺拳法連盟
岡山新見道院・北房道場 北房文化センター 毎月第２・４土曜日 10:00～12:00 なし

月 大人2,500円
　 小人1,500円

護身術・講話・内患トレーニング及びストレッチ。

北房文化センター
℡0866-
52-5220

北房文化遺産保存会 北房文化センター 年数回 不定期 ５０名

年3,000円北房の古墳及び文化歴史遺産研究。荒木山西塚古墳発掘調査。

茶の湯同好会 北房文化センター 不定期 不定期 なし

無料茶の湯の始まりの頃の精神を大切にし、広く伝統文化を楽しんで頂けるよう、勉強会や文化祭、イベント等
で呈茶等しております。

北房将棋クラブ 北房文化センター 第２，４土曜日 １０：００～ なし

無料北房将棋クラブでは、てらこや教室と協力して子ども将棋も第４土曜にしています。大人も子どもも年齢関
係なく、楽しくみんなで将棋をさしています。

北房古典を楽しむ会 北房文化センター 月２回（土曜日） 10:00～11:30 なし

１回２００円現在は古事記を読み進めています。古事記を最後まで読み終わったら平家物語など他の古事を読む予定です。

スマイルキッズ 北房図書館 第２日曜日 １０：３０～ なし

無料絵本の読み聞かせなど。

つくしんぼ 北房図書館 第４土曜日 １０：３０～ なし

無料絵本の読み聞かせや本の読み合いなど。

個
　
　
性
　
　
的

久世公民館
℡0867-
42-1116

落合朗読サークル 落合総合センター 毎月第３木曜日 9:30～11:30 なし

無料市内の小学校、こども園へ毎月1回始業前の15分間に読み聞かせを実施。定例会ではその打合せと情報交換。

真庭要約筆記サークル 久世公民館 毎月第２土曜日 13：30～16：00 なし

なし聴覚障がい者を支援する要約筆記について、実技研修を目的とする。

震災支援ボランティア 落合総合センター 毎月11日（都合により
変更の場合があります）

10:00～15:00の
うち都合の良い時間に なし

無料震災地へ届ける膝掛け、その他を編みます。

久世手話サークル
やまびこ 久世公民館

毎週木曜日
第2火曜日
第2土曜日

19:30～21:45
19:00～21:45
9:30～15:30

なし

900円/1期（３ヵ月）聴覚に障害があるなしに関わらず参加可。手話を使った学習、交流など。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

自然観察会・クラフト体験 津黒いきものふれあいの里 随時 要相談2時間程度 30名程度

無料～材料費学校・子供会、・スポーツクラブ・ＰＴＡなど団体での自然観察やクラフト体験ができます。
例）川遊び・生き物観察・木を使ったものづくりなど。

蒜山の川と魚の会 蒜山地内の河川 4月～10月 1回2時間程度 なし

年200円魚・水生昆虫の調査。水質検査。

自
然
観
察
会

蒜山振興局
℡0867-
66-2511

落合振興局
℡0867-
52-1111

津黒いきもの
ふれあいの里
ささゆり館
℡0867-
67-7011
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

個
　
　
性
　
　
的

白梅将棋クラブ 落合総合センター 毎月第１・３土曜日 9:00～12:00 なし

無料将棋の対局・指導。

空手道部 典武館 毎週月・水・金曜日 19:30～21：00 なし

月1,500円基本、形、組手、いつでも見学に来てください。

久世英会話教室 久世公民館 毎月第１・３水曜日 19:20～21:00 8名

月1,500円外国人の講師によるネイティブな実用的な英会話を中心とした学習をして、ホワイトボード、簡単なダイア
ログコピーを使用して、英会話、英語の学習をする。

中国語講座 久世公民館 毎週火・金曜日 19:00～20:00 10名

月4,000円ネイティブ講師による中国語、文法、読み書き、会話の指導・勉強。

真庭歴史研究会 久世公民館 隔月 13:00～16:00 なし

年5,000円地域の歴史研究。

着付教室 自宅又は出張 不定期 約2時間 なし

1回1,000円日本の民族衣装を一人で着てみませんか？着付の初歩から人様に着せてあげられるまで、お手伝いさせて
いただきます。

久世囲碁クラブ 久世公民館 毎週土曜日 9:00～12:30 15名

年1,500円
初心者から経験者（有段者）まで、女性、男性問わず、又小学生からお年寄りまで幅広く囲碁が打てるクラブ
です。講師の方は池田正人先生で、アマ６段です。親切で解り易く教えて頂けます。

茶道同好会 久世公民館 毎月第１・２水曜日 13:00～16:00 13人

1回1,000円
茶道同好会は裏千家茶道を月１回久世公民館和室にて開く、参加人数都合で第1水曜日、第2水曜日に分け
て実施する。

こころの温泉同好会
井戸端わもん　まにわ 落合総合センター 月1回程度 2時間 20人

月1,000円話の聞き方教室。日常会話のやりとりの中から聞き方を学び合い、普段のコミュニケーションに活かしてみ
ませんか？

楽しいパソコン教室 落合総合センター 毎月第1・2・3金曜日 13：30～15：00 12名

月3,000円
年間教材費
5,000円

ワード、エクセル、パワーポイントはもちろん、写真を使った作品づくり等、趣味の幅を広げるパソコン講習
会です。

英会話サークル 落合総合センター 毎週金曜日 19:00～20:30 なし

月2,000円英会話のスキル向上にはまずはネイティブの英語に慣れることからスタートします。先生はすべてネイ
ティブですが国によって発音も違います。自分のペースで学んでください。

茶道部 落合総合センター 随時 3時間 20名

1回500円程度
（お茶・お菓子代含）

・淡茶の飲み方
・和室での作法、歩き方等

落合郷土文化財研究会 落合総合センター 偶数月第１土曜日 13:00～16:30 なし

年2,000円落合地区の文化財や歴史に関する講座（年1回は現地見学研修）

茶道教室 落合人権・福祉センター 毎月第2火曜日 13:00～16:00 15名

必要に応じて
徴収

茶道の勉強ができる教室です。

久世公民館
℡0867-
42-1116

落合振興局
℡0867-
52-1111
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

個
　
　
性
　
　
的

安来節米子中支部勝山教室 勝山文化センター 毎月第１・３木曜日 13：00～16：00 10名

月500円安来節・民謡・唄・三味線。

典武館柔道部 典武館道場 毎週月・水曜日 19:30～21:00 なし

年4,000円柔道の稽古を通じて、身体と心を鍛えることを目指します。

まにわ語りの会てるてるぼうず 久世公民館 毎月第2火曜日 13:30～15:00 なし

年2,000円民話を中心に語りの勉強をしています。依頼があれば語りに出かけていきます。

楽しいパソコン教室 久世公民館 毎週土曜日 19：00～20：30 12名

月3,000円
教材費5,000円

ワード、エクセル、パワーポイントを楽しみながら学習して、いろいろな作品づくりを通して趣味の幅を広げ
るパソコン教室。

まにわ日本語教室 久世公民館 毎週木曜日
毎月第１・３土曜日

16：30～18：30
9：00～12：00 なし

1回200円
ただし18才未満は
無料、又は100円

日本語レッスン、生活相談、国際交流。

久世図書館読書会 久世図書館 毎月第３金曜日 10:00～11:30 なし

無料毎月テーマ作品にそって楽しくおしゃべりする会です。資料については各自準備してください。

音読して楽しむ『源氏物語』 久世図書館 毎月第４金曜日 10:00～11:30 なし

無料源氏物語を読みすすめる会です。資料についてはお気に入りの訳本を各自準備してください。

縁台将棋 久世図書館 毎月第４土曜日 13：00～15：00 なし

無料将棋の対局や観戦・交流を楽しむ会です。

読んで楽しむ伊勢物語 久世図書館 毎月第２金曜日 10：00～11：30 なし

無料伊勢物語について感想・疑問点など語り合う会です。資料については各自準備してください。

前結び着付け教室 勝山文化センター 毎月第1水曜日
(8月は休み) 19：30～22:00 15名

年11,000円着物を自分で着たり、他人への着付けも学べます。帯は前で結んで後ろに回す着付けですので、自分で簡単
に着付けができます。細帯や変わり結びも学べます。

楽しいパソコン教室 勝山文化センター 毎週金曜日 16:00～17:30 10名程度

ひと月3,000円
年会費5,000円

ワード、エクセル、パワーポイントはもちろん写真を利用した作品づくり等、趣味の幅を広げるパソコン教室
です。

久坂流実翁吟社　岡山県本部 まめなかや 毎週水曜日 15：00～17:00
20：00～22：00 なし

月500円漢詩・和歌の吟詠・朗詠・詩の研鑽。

卓球サークル「水曜会」 久世体育館 毎週水・金曜日 9:15～11:45 50人

1回100円卓球での交流（仲間づくり・健康づくり）初心者指導。

勝山文化センター
℡0867-
44-2011

久世図書館
℡0867-
42-7203

久世公民館
℡0867-
42-1116
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講座・グループ 会　場
テーマ

内　　　　容

期　日 時　間 定　員
会　費

連絡先

個
　
　
性
　
　
的

勝山園芸教室 勝山文化センター 毎月第2水曜日 13：30～15：30 なし

年4,000円山野草・盆栽・菊等の育て方を中心に研修。

まほうのポケットおはなしの会 中央図書館 第2木曜日 10：30～11：30 なし

なし【対象：赤ちゃんから】絵本の読み聞かせ会

おはなしひろばクレヨン 中央図書館 毎月第3金曜日 10：30～11：30 なし

なし【対象：赤ちゃんから】絵本の読み聞かせ、パネルシアター、体を動かす体操など。

おはなしの時間 蒜山図書館 毎月第一土曜日 11：00～11：30 なし

無料絵本などの読み聞かせを行います。

ハートフルおはなし会 蒜山図書館 毎月第三土曜日
13：30～14：00
（変更する場合あり） なし

無料人権教育推進委員による、思いやりの心を育てる絵本の読み聞かせを行います。

昔話の語り 蒜山図書館 毎月第二・第四土曜日 11：00～11：30 なし

無料昔話や民話の語りを行います。

朗読会 中央図書館 毎月第２木曜日 10：00～11：00 なし

なし発声練習、声のお便り（広報まにわ朗読）、施設訪問（月１回）など。

おかやまオオサンショウ
ウオの会 野外など 不定期（随時） 　不定期（随時） なし

年1,000円　特別天然記念物オオサンショウウオ（はんざき）の夜間調査や保護啓発活動などに取り組んでいます。

旭夢会（裏千家茶道） 指導者自宅　他 毎週木曜日・土曜日・日曜日 　9:00～12:00
13:30～15:00

なし

小人年額1,000円
大人月額1,000円裏千家茶道の指導、教授をしています。

勝山ゴルフクラブ 真庭市内ゴルフ場 毎月1回 8：30～16：00 50名

3,000円
会員資格60歳以上で組織するゴルフ同好会は月1回、年間約10回、真庭市内ゴルフ場を会場とする。1～
2月は開催しない。

出雲街道　勝山宿の会 真庭市一円 随時（不定期）
歩こう会

9:00～15:00
宿の会　20名
歩こう会　50名

宿の会　無料
歩こう会　3,000円

平成24年より「街道歩こう会」を実施。出雲街道(7回)大山みち(6回)「夢街道ルネサンス」の認定を受け、「つ
ながる出雲街道（Ⅱ）」を6回に分割して（美作市、勝央町、津山市）令和4年に終了する、今年は県外に遠征し、
鳥取県・日野町で「歩こう会（Ⅲ）」を計画している。その他に、ガイドブック刊行、道しるべの設置、DVDの制
作を行っている。

勝山文化センター
℡0867-
44-2011

石川 日出夫
℡090-

7779-5776

中央図書館
℡0867-
44-2012

湯原観光協会
℡0867-
62-2526

池田典子
℡0867-
62-3252

蒜山囲碁会 八束コミュニティセンター 3月～１２月（６回） ①定例会12：30～17：00
②碁大会10：00～17：00

10人程度

①一回1000円
②一回1500円囲碁定例会・囲碁大会　年６回程度。

蒜山語りの会  おきな草 八束コミュニティセンター 毎月第1月曜日 10：00～12：00 なし

1,000円
月１回の定例会で民話の語りを練習しています。保育園、こども園、小学校、老人施設、図書館他、依頼があれ
ば出かけて語ります。

蒜山振興局
℡0867-
66-2511

丸山恭子
℡0867-
66-2838

蒜山図書館
℡0867-
66-7880

松浦　征護
℡0867-
44-3707



「まなび」に関する
相談及び問合せ先

久 世 公 民 館
北 房 文 化 セ ン タ ー
勝 山 文 化 セ ン タ ー
中 央 図 書 館
北 房 図 書 館
落 合 図 書 館
久 世 図 書 館
美 甘 図 書 館
湯 原 図 書 館
蒜 山 図 書 館
津黒いきものふれあいの里ささゆり館
北房振興局地域振興課
落合振興局地域振興課
勝山振興局地域振興課
湯原振興局地域振興課
美甘振興局地域振興課
蒜山振興局地域振興課
教育委員会生涯学習課

0867‐42‐1116
0866-52-5220
0867-44-2011
0867-44-2012
0866-52-5220
0867-52-3315
0867-42-7203
0867-56-2611
0867-62-2014
0867-66-7880
0867-67-7011
0866-52-2111
0867-52-1111
0867-44-2011
0867-62-2011
0867-56-2611
0867-66-2511
0867-42-1094

真庭市 久世2932-5

真庭市 上水田3131

真庭市 勝山319

真庭市 勝山53-1

 真庭市上水田3131

 真庭市落合垂水618

真庭市 鍋屋17-1

真庭市 美甘4134

真庭市 豊栄1515

真庭市 蒜山下福田305

真庭市 蒜山下和1077

真庭市 下呰部248

真庭市 豊栄1515

真庭市 美甘4134

真庭市 蒜山下福田305

真庭市 久世2927-2

　各教室・講座名の右端に記載してある連絡先へ連絡をお願いします。（振
興局等が連絡先になっている場合は、連絡いただいた方へ教室・講座の代表
者の方の連絡先をお教えします。）
　また、生涯学習に関する相談も受け付けています。上記の関係部署・施設
にお気軽に連絡ください。

申し込み
方法

真庭市市民大学通信(令和5年３月３１日発行）
発行／真庭市教育委員会生涯学習課 （TEL０８６７－４２－１０９４）

真庭市 落合垂水618
落合総合センター内
真庭市 勝山319
勝山文化センター内

施　　設　　名 T　E　L 住　　所


