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 【令和4年度開講式のご案内】 【フラワーアレンジメントさんの作品を展示します】

日時　令和4年 4 月 23 日（土）

場所　忠海地域交流センター　1階ホール

各講座、同好会から、講師の先生方、

新旧の代表者の方、または代理の方

の出席をお願いします。

　・　館利用の規約の確認

　　— 丈夫な骨で健康生活—

日時　4月１９日（火）　10：00～１1：30  より、非接触体温計を寄贈していただき

場所　忠海地域交流センター１階ホール  玄関に設置しています。来館の際には

講師  竹原市在宅支援センターせいけい 職員

　体調が優れない方は来館をお控えください。気温が

  上がって参りますが、マスクの着用にご協力ください。

　  

 【11/21 冬のふれあい交流会グラウンドゴルフ大会の様子】　参加者33名

【 せいけい介護予防教室のご案内 】 　【 ご寄付のお礼　】

　　　　期間・・・4月15日（金）から7日間
　　　　10：00～11：30

 　全員、継続をお受けいただきました。 

　・　年間予定表について 　【令和4年度運営協力委員のメンバー紹介】

　・　センター祭りについて

　・　定期清掃について   　など 　4/23開講式で紹介させていただきます。

 ★　骨粗しょう症について　★   忠海第2地区協働のまちづくり （代表者 橋本清勇様）、

 忠海第3地区協働のまちづくり (代表者 梨和弘様）

 ました。　心よりお礼申し上げます。

 必ず検温をお願いします。
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～学びあう まちのホッとステーション～

今回は、骨粗しょう症について学びます。

地域の皆様の ご参加を心よりお待ちしています。

どなたでも参加できます。気軽にお越しください。

（状況に応じて変更あり）

リーダーにいろいろなコツを教わり、

距離感、方向のコントロール・・・

むずかしいけど、楽しそう

中学生の参加もありました。5年生の時にグラウン

ドゴルフ体験があったそうです。趣味にしようか

な・・・とカワイイ声、聞こえてきそう💛

結果発表

〈子どもの部〉

優勝

小中みはる 50 

（HD -8)

２位

川本莉世 53

（HD 0)

３位

北田かのん 55

（HD-10)

三好藍衣 55

（HD-4)

〈大人の部〉

優勝

大岡隆志 43

２位

蛭子厚司 46

3位

大岡眞弓 47

校庭も、とてもきれいに整備されてい

て、気持ちよく使わせて頂きました。

ロングショット、入ると気持ちいい～ (^^)/ お天気、何とか もちました ( ´∀｀ ) 皆さん、お疲れ様でした！！

全集中…

センターロビーに

展示します。

是非この機会にお

越しください。

柱に気を付けて∼



No. 講座名 曜日 時間 講師

1 大正琴 第1.3月 13:30～ 宝田 陽子

2 健康ヨガ 第1.2.4月 15:00～ 上田 里恵

3 和太鼓エクササイズ 第４火 10:00～ 中野 歩

4 掛場獅子舞 第1.3火 19:00～ 宮本 裕也

5 楽しく歌と脳トレ！ 第2火 10:00～ 清本 美穂

6 忠海美術愛好会 第2.4火 14:30～ 垣之内 千広

7 生命の貯蓄体操 毎週水 9:30～ 山光 八重子

8 男性３Ｂ体操 第1.3水 10:00～ 永福 まどか

9 男性料理教室　 第4水 10:00～ 山本 智美

10 クラフトバンド 第2.4木   9:00～ 泉原 享子

11 フラダンス 第１.３木 10:00～ 坂口 貞子

12 フラワーアレンジメント 第3金 10:00～ 加藤 加奈恵

13 手ごねパン 第2土 9:30～ 中岡 美津子

14 こども習字 第2.4土 15:30～ 木谷 礼子

*原則として、竹原市の住民の為の定期講座ですが、例外もありますので、ご相談ください。

15 太極拳 毎週月 9:30～ (代表)宮崎勝子

16 にこにこエアロ 毎週月 13:30～ 上田 里恵 リズムに合わせて楽しく体力づくり

17 そば打ち体験 第1.3火   9:00～ 生田　裕 初心者歓迎。皆で楽しく作りましょう

18 自然観察会 第3火 13:00～ 森川 和彦

19 空手 毎週火.土 1７:00～ 辻 幸雄

20 ヴォーカル夢 第2.4水   9:00～ (代表)出雲泰枝子

21 詩吟 第2.4水 13:30～ 宮本 克子

22 シャインフレール 第1.3水 10:00～ 堀井 明美

23 ピンポン同好会 毎週木 13:00～ 河本 孝司

24 囲碁 毎週木 13:00～ (代表)森田 覇

25 ダンス 第3木 13:30～ 細川 理恵

26 忠海歴史研究会 第4木 13:00～ 中井 貢

27 楽音サークル 毎週木 15:30～ (代表)山際正一

28 煎茶 第2金 9:30～ 煙草谷 光子

29 混声コーラス 毎週金 19:30～ 堀井 明美 ハーモニーを楽しみ、ストレス解消

30 園芸クラブ 第1.3金   9:00～ (代表)中川幸子

31 お話と絵本の会 第3土 9:30～ 寄能 道子

32 卓球クラブ 毎週土 13:00～ 碓井 洋介

33 民謡 第1.3土 13:30～ 本條 輝奈

34 ムード歌謡 第2.4土 13:00～ 岡田 則男

35 グランウドゴルフ 毎週木.土   ８:00～ (代表)井上範昭

性　別

年齢住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内容、目的　

指と頭を使い楽しく演奏

家でも継続できるヨガを習えます

肩甲骨周りの筋肉を使い発散

地域に伝わる伝統芸能の継承

季節の歌と脳の活性化

日本画,水彩画,油彩を楽しみながら描く

丹田呼吸法と共に行う気血の導引術

　　　　　　電話番号

 *同好会は、どなたでも入・退会できます。気軽にお電話ください。

申込者お名前(ふりがな) 受講希望の講座名

有酸素運動とバランス機能の改善

材料費のみで習えます。楽しく調理

楽しく,体力と思考力の維持増強

定期講座・同好会新規メンバー募集中

健康の為,シェイプアップに役立ちます

アレンジの基本型を学び、季節の花を…

手ごねの基礎を学び、楽しくパン作り

1，2年生以下は、保護者付き添いで

音楽に合わせ体と脳のリフレッシュ

定
　
　
期
　
　
講
　
　
座

同
　
　
好
　
　
会

バックや小物をお手製で

あちこち出かけ山野草を愛でる

技を磨き礼節を重んじる

美しい声は、発声練習から

腹式呼吸にて漢詩を読む

ピアニカでアンサンブルを愉しむ

頭を使って若々しく

ワルツを優雅に踊れるようレッスン

忠海の歴史の探訪

好きな楽器を持ち寄って

交流センター周辺をお花で彩る

静かな空間で心の癒しを

忠海学園にて読み聞かせを行う

試合中心にゲームを楽しむ

古くからの民謡の発掘及び保存

歌って健康寿命をアップ

健康増進。体力、知力を養う

キ リ ト リ 線


