
使用団体名（教室名） 開催曜日 開催場所 ※時間

イマジネーションダンスワークス
（ヒップホップ＆ジャズダンス）

毎週　火 多目的ホールB・C 15時～21時 本松　ゆか 090-1193-1140

風と踊ろう（ダンス） 毎週　水 多目的ホールＢ・C 18時～21時 大塚　祐三子 35-3478

毎週　木 多目的ホールB・C 18時～21時

毎週　金 多目的ホールB 18時～21時

リトミックサークル「りずむegg」
 第1,2,4　木 多目的ホールA・B 9時～12時 石井　純子 090-1512-9187

COCO total beauty（バレエ） 毎週　金 介護予防室 15時～18時 井上　古都香 080-8574-9559

スポルバ21　サッカー教室 毎週　木 多目的ホールA・B 15時～18時 中原　進児 090-8627-1482

ガールスカウト福岡県第２８団
「地域こども教室」

第1　土 多目的ホールA 9時～12時 浜本　スヱ子 33-2109

毎週　火

毎週　木

毎週　土

木曜会（卓球） 毎週　木 多目的ホールA・B・C 12時～15時 嵜山　彰 080-1767-9886

太極拳クラブ 毎週　土 多目的ホールB・C 18時～21時 山浦　ゆかり 35-5782

太極拳（初心者） 第1,3,4　木 多目的ホールＣ 15時～18時 吉田　正和 090-4343-6822

赤間太極拳同好会 毎週　火 音楽室 18時～21時 實﨑　圭介 33-5608

太極拳教室 毎週　水 多目的ホールA・B・C 12時～15時 榎田　康世 33-2995

北九州普及協会　太極柔力球教室 第2　金 多目的ホールB・C 12時～15時 磯谷　雪子 32-1488

桜拳クラブ（太極拳） 第2,3,4　火 介護予防室 15時～18時 迫　文代 32-9728

やさしい健康ヨーガ体操 毎週　水 介護予防室 9時～12時 山本　哲子 33-0537

12時～15時

18時～21時

ハリウッドヨガ 毎週　水 介護予防室 18時～21時 島村　美輝 080-9140-4425

フィットディーバ 第1,3,4　土 介護予防室 12時～15時 原田　万理子 090-9589-5948

Nuts（ダンス・ヨガ） 毎週　金 介護予防室 12時～15時 小田　真由美 090-7440-9527

日並ゆるヨガ教室 毎週　土 介護予防室 9時～12時 日並　八千代 090-9482-7745

イマジネーションダンスワークス
（リラクゼーションダンス）

第1,2,3　木 多目的ホールC 9時～12時 本松　ゆか 090-1193-1140

アートフリー
（よさこい・鳴子）（ダンス・ストレッチ）

毎週　金 多目的ホールＡ 18時～21時 坂口　和美 080-3185-7179

健康体操 毎週　木 介護予防室 9時～12時 濵田　富美江 62-1966

サンフレッシュ健康体操 毎週　火 多目的ホールC 9時～12時 中岩　詳子 32-0188

松永ベリーダンス　トライバル 毎週　水 音楽室 18時～21時 松永　幸代 080-1727-3627

むなかたおどり隊（よさこい） 毎週　金 多目的ホールＣ 18時～21時 井上　綾子 090-8354-2656

遊々社交ダンス 毎週　土 多目的ホールB・C 12時～15時 大森　勝 33-1820

梅后流江戸芸かっぽれ踊り 第1,2,3　木 音楽室 9時～12時 畑中　京子 090-3799-8366

ひょっとこ楽座アンディアーモ 毎週　金 音楽室 18時～21時 三原　富雄 090-8760-5182

Hoa Aloha Hura（ホア アロハ フラ） 第2,3,4　水 多目的ホールB・C 9時～12時 大滝　節子 62-2474

Aloha Dance Academy 毎週　木 介護予防室 15時～18時 占部　明子 090-8567-7244

フラ・ハウオリ・ネイ 第1,3　土 多目的ホールB・C 9時～12時 福地　幸子 090-5478-6633

たのしいフラダンス 第1,2,3　金 介護予防室 9時～12時 田渕　清美 080-1793-0824

フラ・ホーポノポノ 第1,2,3　金 音楽室 12時～15時 林　幸子 090-2078-5111

金子　保18時～21時 090-8764-6994

093-282-7628健康ヨーガ 毎週　木 介護予防室 安楽　明子

連絡先
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天翔塾（空手） 多目的ホールＡ

090-5029-4955

※時間は当コミュニティ・センターの貸館の時間帯ですので、詳しい時間や内容は 
 連絡先の方へお問い合わせください。 

平成26年4月1日現在 子ども可 



使用団体名（教室名） 開催曜日 開催場所 時間

服飾研究会 第1,3　火 カルチャールームA 9時～12時 松尾　サヨ子 32-3150

刺しゅう弥生会 第1,3　金 カルチャールームA 9時～12時 塩川　弥生 32-1501

着物着付練習会 第1,2,3　木 和室BまたはA 18時～21時 三代　美代子 090-5940-4424

着付け教室 第1,3　水 和室A 18時～21時 坂本　和子 36-7540

嵯峨御流（生け花） 第1,3,4,5　土 カルチャールームA 9時～12時 吉髙　栄治
090-3883-3418
093-222-0290

モダン生け花「ケイ・アート」 第1,3  水 カルチャールームＡ 12時～15時 勝原　絹代 090-5479-3182

華道（池坊） 第2,4　金 カルチャールームA 18時～21時 山崎　教美 090-5485-4578

第2　水

第3　水

雪心習字教室 赤間教室 毎週　木 会議室B 15時～18時 小原　薫 32-7241

習字同好会 第2,4　金 会議室B 9時～12時 縄田　啓子 62-2723

ひとせ会（書道） 第2,4　金 会議室B 12時～15時 金子　栁水 32-5575

書塾　萌芽　　　　　　＊5月より開講 第1,2,3　火 和室Ｂ 15時～18時 古野　萌 36-9803

ジェイミーと楽しい英会話 第1,2,3　水 会議室B 18時～21時 福地　幸子 090-5478-6633

ＪＣ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ（韓国語） 毎週　火 会議室Ａ 18時～21時 きむ　サンウ 090-5292-8080

赤間そろばん教室 毎週　土 会議室A・B 12時～18時 石川　太郎 070-5412-8921

毎週　金 会議室B 15時～21時

毎週　土 和室A・Ｂ 9時～12時

ナツメロ教室　あかいリンゴの会 第2,4　金 カルチャールームA 9時～15時 牧　みどり 093-472-7830

楽しく歌いましょう 第2,4　木 音楽室 12時～15時 梅川　明美 55-3563

中之島流大正琴　琴由野会 第2,4　水 カルチャールームA 9時～12時 河野　文惠 090-4773-1186

ピアノレッスン 毎週　土 音楽室 9時～12時 崔　善恵 090-3194-2717

ウクレレ教室 第1,3　木 音楽室 12時～15時 髙岡　清 33-1685

マンドリンアンサンブル　カリエンテ 第1　土 音楽室 12時～15時 堀田　良栄 090-3604-0801

ゴッホの会 第3　日 カルチャールームＡ 12時～15時 松尾　美子壽 32-3715

梅本パソコン　　　 毎週　水 会議室Ｂ 12時～15時 鹿野　省二 35-5860

スピード料理 第2　木 調理室 18時～21時 池田　ヤス子 33-1479

食進会 第4　木 調理室 9時～15時 赤間コミセン 39-7051

スマイル健康体操 毎週　水 多目的ホールA 9時～12時

やさしい声楽 毎週　火 音楽室 15時～18時

楽しい歌唱 第2,4　金 多目的ホールAまたは音楽室 12時～15時

オカリナサークル「抒情歌を楽しむ会」 第2,4　水 音楽室 12時～15時

オカリナ教室「はじめてのオカリナ」 第2,4　水 音楽室 15時～18時

須藤パソコン教室 毎週　木 カルチャールームＡ 12時～15時

パソコン 毎週　土 会議室A・B 9時～12時

古文書を読む 第4　木 会議室A・B 9時～12時

書道 第1,3　木 カルチャールームA 18時～21時

ストレッチとベリーダンス 第1,2,3　土 介護予防室 15時～21時

料
理

連絡先

畦森　溶子 090-8222-4673

市民学習ネットワーク事務局

宗像市久原180
宗像市市民活動交流館内

電話　36-3721
FAX　36-3732

＊見学の方は事前の
　　　 お申込みが必要です。

会議室B 15時～18時

大丸　百合子 080-5287-3026
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九星気学占い教室

宗像詩吟の会


