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コロナ川柳 

 住 所 多治見市市之倉町 8-138   

開館時間 午前 9：00～午後 9：30    

休 館 日  年末年始(12/29～1/3） 

電  話 （0572）22-3776    

Ｆ Ａ Ｘ （0572）23-6070     

E-mail ichi@tajimi-bunka.or.jp 
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市之倉公民館広報 

＊新型コロナウイルスの感染予防のため、予定している講座・イベントが中止もしくは延期となる可能性があります。 

ボールペン画には興味はあるけど、絵が苦手だし、描き

方のコツもわからない…という方も大丈夫！ 

 

 

なつかしい歌をピアノにあわせて歌います。 

 

 

エバちゃんの歌唱力アップ講座・前期 
テノール歌手の本格的な指導で、楽しみながら
あなたの歌唱力に磨きをかけましょう。 

■日 時 4/15・5/20・6/3・6/17・7/1 

     7/15・8/5・9/2（金曜・全 8 回） 

    （予備日 9/16）  13;30～15:00                    

■講 師 江端 智哉 先生 

■定 員 40 名程度 

■参加費   3,500 円  

■持ち物 筆記用具、飲み物 

人気講座＆新しい講座 開講します！ 

■日 時 5/25・6/8・6/22・7/13（水曜・全４回） 

10:00～12:00 

■講 師 伊藤 邦晤 先生  

■定 員 10 名 

■参加費 1,500 円 (材料費別途 1,000 円) 

  

 

New 

 

この春からあなたも始めてみませんか？ただ今受付中！ 

 

はじめてのボールペン画 

市之倉・脇之島・南姫 3 館合同事業 

スポーツ吹矢入門講座 

正しい呼吸と正しい姿勢のトレーニングになり、精神力

集中力も身につくスポーツ吹矢をしてみませんか？ 

■日 時 6/18・7/2・7/16（土曜・全 3 回） 

13:00～15:00 

■講 師 東山 千津恵 先生  ■定 員 15 名 

■参加費 1,500 円 (マウスピース代別途 300 円) 

■持ち物 タオル、飲み物、室内シューズ 

 

 

■協 力：多治見市保健センター 

■申込み：窓口にて受付中 

  

 

おひるねアート  

 

市之倉なかよしひろば 

みつばツツジ満開！ 
おりべの森ウォーキング 

 春らんまん！厳しい冬を乗り越え花々が一斉に咲き 

誇るこの時期に、おりべの森へ出かけましょう。 

 

 

＊約 5.4 ㎞のコースです。    

 

 

ぞうさんと一緒に、とびきりかわいい、お子さんのアート

作品を作りましょう。子ども服の交換会もありますよ♪ 

 

■日 時 6/28（火） 

     ①10:00～10:50 ②11:00～11:50 

■講 師 有本 祐美 先生 ■参加費 500 円 

■定 員 未就園児親子 ①②各７組    

■持ち物 スマートフォンかデジカメ 

     サイズアウトで着なくなった子ども服（あれば） 

 

  

 

参加費 

無料 

■日 時 4/7（木）9:30～12:00 頃  

9:30 市之倉運動広場集合  

〈雨天中止〉 

■定 員 30 名程度          

■持ち物 帽子、タオル、飲み物、ストック（お持ちの方） 

  

 

New 

 

なつかしの歌のつどい・前期 

 

第８回ふれあい囲碁・将棋交流会 

＆おさがり交換会 

 

かんたん！豪華！男の料理教室～中華～ 

3/12（土）  ４/１6（土） 

 

 

日程変更の 

お知らせ 
2/26（土）  ４/23（土） 

 

 

13：00～16：00 大ホール 

 

10：00～12：30 料理実習室 

 

■日 時 4/8・4/22・5/13・5/27・6/10 

6/24・7/8・7/22・8/12・8/26 

9/9（金曜・全 11 回）（予備日 9/30） 

13:30～15:00 

■講 師   水野 妃佐子 先生   

■定 員 40 名程度 

■参加費 3,500 円 新規の方は歌集代別途 1,100 円 

■持ち物 飲み物、歌集、楽譜ファイル 

初心者も気軽に挑戦できるように陰影のつけ方など基本

的な技法を丁寧に指導します。 

 

 
あなたも 

SDGs! 

 

（共 催）市之倉児童センター 

のこり 

わずか 
 



市之倉公民館は指定管理者制度により(公財)多治見市文化振興事業団が多治見市から受託して管理しています 

 

 

 

 

■音楽 

分類 サークル名 活動日 時間 

ギター 

多治見ギター 
同好会 

第 1・3土 9:00～13:00 

フォークギター 
サークル EFG 

第 2・4土 10:00～12:00 

合唱 
ファムコーラス 木（月 3回） 15:00～17:00 

ＩＢＣ 第 1木 13:00～14:00 

和太鼓 
やぐら 第 1・3月 13:00～14:00 

火明太鼓 木（月 2回） 17:15～18:45 

大正琴 新春会 第 1・2・4木 9:00～11:00 

箏 創和会 月（月 2回） 10:00～13:00 

ウクレレ 
いちのくら ALOHA 

ウクレレクラブ 
第 3土 19:20～20:00 

■絵画 

水彩画 光彩の会 第 2･4木 10:00～12:00 

■クラフト 

パッチワーク 
あさがお 第 2・4月 13:00～15:00 

たんぽぽ  第 2・4水 13:00～15:00 

絵手紙 あねもねの会 第 1月 13:00～15:00 

クレイフラワー 

クレイフラワー 
サークル輪花 

第 1火 10:00～12:00 

クレイフラワー 
サークルぷち輪花 

第 3月 13:00～15:00 

陶芸 

いちのくら陶芸 
クラブ水曜クラス 

毎週水 14:00～17:00 

いちのくら陶芸 
クラブ土曜クラス 

毎週土 10:00～13:00 

つるし雛 ひなたの会 第 1・3金 13:00～16:00 

リボンレイ アロハリボンレイ 第 4金 13:00～15:00 

■健康 

健康体操 
のびのびきーぷ 毎週火 10:00～11:00 

なでしこ健康ボディ 第 2土 13:00～14:00 

ヨガ 
リフレッシュヨガ 第 1.・3・4月 10:00～11:30 

リンパ巡りヨガ 第 2.・4水 13:00～14:00 

ピラティス ピラティス同好会 第 2・4土 14:00～15:00 

太極拳 大畑太極拳友の会 第 1～4木 10:00～12:00 

バランス 
ボール 

大好き 
バランスボール 

第 1・3木 13:30～15:00 

■囲碁・将棋 

囲碁 市碁会 毎週火 13:00～17:00 

将棋 市之倉将棋同好会 毎週土 13:00～17:00 

■IT 

スマートフォン いちのクラス 第 2土 10:00～12:00 

パソコン 葉月会 毎週火 10:00～12:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■語学 

分類 サークル名 活動日 時間 

英語 

速聴 
イングリッシュ 

木（月 3回） 15:10～16:30 

みんなで 
「ラジオ英会話」 

金（月 3回） 10:00～11:30 

■趣味 

マジック 
多治見マジック 
クラブ 

第 2・4火 19:00～21:00 

■書道 

毛筆 書道研究墨水会 毎週水 10:30～12:00 

■スポーツ 

卓球 

いきいき卓球 毎週火 14:00～16:00 

ミセスラージボール 毎週水 14:00～16:00 

ナイスラリークラブ 毎週水 16:00～18:00 

おりべ卓球クラブ 毎週土 10:00～12:00 

空手 
空手 拳桜塾 毎週火 19:00～21:00 

心想流空手和田道場 月（月 2～3回） 20:00～21:00 

■花 

華道 美萌の会 第 1・3金 18:00～20:00 

■ダンス 

フラダンス 

ハラウ・フラ・オハナ 

グレイシャス レディース 
第 1・3月 14:00～16:00 

ナウパカ 第 1・3木 19:00～21:00 

ポーフエフエ 第 1・3火 10:30～12:00 

フラ ピリアロハ 第 1・2・3水 19:30～21:00 

ビギナーズフラクラス 第 1・2・3月 19:00～20:30 

Hula Kanikapila 
（ﾌﾗ ｶﾆｶﾋﾟﾗ） 

第 1・2・3金 19:30～21:00 

ﾌﾗ マカマカ 第 1・3土 17:00～18:00 

Keauokapuamoha
la kukui(ケアウオカ

プアモハラ ククイ) 
第 1.・2・3火  19:30～21:00 

Keauokapuamoha
la maile（ケアウオカ
プアモハラ マイレ） 

第 2・4水 19:30～21:00 

子ども 

ヒップホップ

ダンス 

TAJIMI DANCE 

CLUB 1 

毎週火 

17:00～18:00 

TAJIMI DANCE 

CLUB 2 
18:00～19:20 

TAJIMI DANCE 

CLUB 3 
19:30～20:50 

■料理 

家庭料理 
食生活改善推進員

協議会市之倉支部  
第 3土 9:30～13:00 

 

 

 

市之倉公民館 利用団体一覧表 

 

当館で活動中の、公開を了承されたサークルをご紹介します。 

詳細はお気軽に市之倉公民館までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

は公民館へお問合せを！ 

『ウィロー・パターンに魅せられて』 

【出 展 者】 水野 春子 様 

【展示期間】 4月 2 日(土)～4 月 25 日(月) 

 

ウィローパターンの貴重な骨董を展示します。 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
愛 

 

新
着
図
書 

 

☎ 0572-22-3776 

■塞王の楯（第１６６回直木賞）       今村 翔吾  

■ブラックボックス（第１６６回芥川賞）砂川 文次 

■探花                 今野 敏 

■残月記                小田 雅久仁 

■夜が明ける                          西 加奈子   

■李王家の縁談            林 真理子 

■赤と青とエスキース         青山 美智子 

■六人の嘘つきな大学生        浅倉 秋成 

■もう別れてもいいですか       垣谷 美雨 

   


