
休館日

8:30～17:00
第1・2・3土曜日は21:00まで

8:30～17:00利用できる時間

一般：申込不要
団体等：要事前予約

月曜日、年末年始12月28日～翌年1月4日　ほか

利用日の３か月前から

５日前まで

利用日の３か月前から

７日前まで

創作美術展
　公民館などで活動している皆さんの作品展

公民館バス

場所：中央公民館
　　　ゆうあい館

8:30～16:30

申し込み

歴史民俗資料館公民館・ゆうあい館

施設などを利用するには

　3月19日

　　  ～5月23日
第１９回館蔵名品展企画展「用の美‐日本人の日常再発見‐」
　当館所蔵品を中心に名品を紹介 場所：歴史民俗資料館

10月10日

6月上旬

お問い合わせ

　中央公民館・ゆうあい館　TEL　0475-44-0211

　歴史民俗資料館　 　　　  TEL　0475-44-0290

お父さん大歓迎！　絵本を通じて親子のきずなを深めよう！
　おはなし会＆セカンドブックのお渡し 場所：中央公民館

第１８回館蔵名品展企画展「内在する詩情‐新収蔵の名画‐」
　当館所蔵品を中心に名品を紹介

さつき祭
　さつき盆栽の展示

場所：歴史民俗資料館

場所：中央公民館

企画展「太平洋戦争」
　新発見の零戦資料を中心に太平洋戦争を振り返る 場所：歴史民俗資料館

伝統芸能発表会
　睦沢町指定無形民俗文化財団体等の上演 場所：ゆうあい館

ふるさと芸能発表会
　公民館などで活動している皆さんの発表会

場所：歴史民俗資料館

5月

6月26日

　あなたの、学びの意欲を支える。　楽しい学びが見つかる！

　11月5日

　　　～11月7日

予定されているイベントなど

むつざわ

　生涯学習ガイド

　10月30日

　　　～2月6日

　　　～5月16日

   6月26日

　　　～9月26日

中央公民館や歴史民俗資料館の行事をはじめ、各教室や自主サークルのご紹介などを掲載しています。

特別展「四代目窯元千葉惣次秘蔵の芝原人形」
　芝原人形四代目千葉惣次所蔵の歴代芝原人形を紹介

場所：ゆうあい館
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令和 3 年度の予定 

５月２６日（水）19:00～20:45 

特別企画 皆既月食を観測しよう 

７月１０日（土）19:00～20:45 

七夕企画 夏の大三角形を観測しよう 

８月１２日（木）19:00~20:45 

木星を観測しよう 

９月１１日（土）19:00~20:45 

月の形とその変化を学ぼう 

１０月９日（土）19:00~20:45 星の位置の変化を学ぼう 

１２月１４日（火）17:00~18:45 特別企画 ふたご座流星群を観測しよう 

１月８日（土）17:00~18:45 冬の星を調べよう 

２月１２日（土）17:00~18:45 冬の星を調べよう その２ 

公民館図書室の蔵書数は約 28,500 冊。 

児童書だけでも 6,800 冊以上。 

多彩な種類の本をそろえています。 

また、皆さんに安心して利用してもらうため、 

本の除菌機を設置しています。 

睦沢町立中央公民館 

図書室 利用時間：8:30～17:00 

第１・２・３土曜日に限り 8:30～19:00 

自主グループ・サークルの紹介 
 

各グループへの加入を希望される方は、直接代表者へお問い合わせください。 

内　容 グループ名 時　　間 代表者名 連絡先

エレキバンド ザ・ノンキー 第1～3 (土) 18:00～21:00 阿井 純一 090-2556-3984

ハーモニカ 睦沢ハーモニカクラブ 第3・4 (水) 13:30～15:30 尾手 マサエ 43-0898

うたごえサークル どんぐりの会 第2 (日) 13:00～15:00 安藤 真喜子 44-1566

コーラス 野菊の会 第1・3 (水)  9:30～11:30 石井 康枝 44-5351

ゴスペル他 ボイス・オブ・むつざわ 第4 (日) 10:00～12:00 香焼 恵子 -

カラオケ 睦沢町カラオケ愛好会 第1～3 (土) 19:00～21:00 安藤 武雄 43-0838

民謡 保寿美会 第2 (土) 12:30～15:30 吉野 幸夫 43-0030

和太鼓 ひかり太鼓 第1～4 (日) 10:00～12:00 中尾 由美 -

フラダンス フラ・ルアナ 第1～3 (水) 10:00～12:00 鈴木 啓子 -

踊り 睦沢楽踊会 第3 (日) 9:30～11:30 渡邉 三津子 43-0509

フォークダンス むつざわポルカ 第1・4 (火) 13:30～15:30 小泉 香代 44-2440

爽快ヨガ 第1・3 (木)  8:50～10:20 松﨑 ひとみ -

美人ヨガ 第1・3 (木) 10:30～12:00 丸山 みどり 47-3989

睦沢ヨーガ愛好会 第2・4 (木) 14:00～15:30 今井 久美子 -

自力整体 自力整体 10:00～12:00 真栄城 克子 090-6500-2672

ウォーキング 睦沢町歩こう会 9:00～12:00 森　晶紀 32-6783

料理 男性料理クラブ 第4 (木)  9:00～12:00 平岡 幹雄 44-1458

パソコン パソメイト 第1・3 (土) 18:30～20:30 古山 武夫 44-0861

第3 (土) 12:00～17:00

第4 (土) 13:00～17:00
43-0162

ヨガ

囲碁 睦沢町囲碁クラブ 後藤 英輝

活 動 日

毎週火曜日

毎週水曜日

内　容 グループ名 時　　間 代表者名 連絡先

Artなごみの会 髙橋 勝也 44-0978

睦沢フォトクラブ 第３ (日) 14:00～16:00 幸治 良行 44-0170

版画・写真 川島ときわ会 塚本 克彦 44-0101

絵画 睦沢絵画クラブ 第1・3 (火) 13:30～15:30 丸山 正教 47-3989

絵手紙 絵手紙サークル 第2・4 (日) 13:30～15:30 小川 美恵子 43-0011

トールペイント ペイント・HIRO 第3 (水)  9:00～13:00 河野 潤子 44-0157

睦沢陶芸クラブ 第3・4 (日)  9:00～16:00 髙橋 康雄 080-5437-7180

睦沢友愛陶芸クラブ 第1・2 (土) 10:00～15:00 森　晶紀 32-6783

書道 睦公書道クラブ 第1 (日) 13:30～16:30 田中 公子 44-1850

いけ花等 いけ花＆フラワーデザインクラブ 第1 (日) 13:30～16:30 渡邉 正子 090-1124-4518

押し花 押し花クラブ 第2 (金) 13:30～16:30 石井 幸子 44-1064

折り紙 折り紙サークル 第2 (火) 13:00～15:00 丸山 道枝 44-1715

盆栽 睦沢町盆栽会 吉野 喜三夫 44-1356

パッチワーク パッチワークサークル 第2 (日) 13:00～16:00 御園生 幸恵 -

洋裁 洋裁クラブ 第2・4 (火)  9:00～12:00 水戸部 陽子 44-0569

随時　公民館作品展示

随時　公民館作品展示

陶芸

写真活動

随　　時

活 動 日

※天候により、中止や内容の変更があります。HP を

ご覧いただくか、電話でお問い合わせください。 



 

 生涯学習教室 生徒募集 

公民館では年間を通してさまざまな教室を計画しています。 

新しいことにチャレンジし、趣味や交流の輪を広げてみませんか？ 

 

参加費 

無料 

参加費  

材料代 
1 回 800 円程度 

そろばん教室 
そろばんの基礎、 

足し算・引き算 等 

対象:小学３年生～成人 

定員:10人 

日時:5月～2月（第 2土曜） 

    10:00～11:00 

予定回数:10回 

茶道華道教室 
剣山を使用した生け花の基本、 

茶道の基本 

対象:小学２年生～成人 

定員:10人 

日時:6～12月（第 1日曜） 

    13:00～16:00 

予定回数:6回 

参加費 

無料 

参加費  
花とお菓子代 

年間 9,000円 

太巻き寿し作り教室 
房総太巻き寿しづくり 

創作美術展出品 等 

対象:成人 

定員:12人 

日時:6月～12月（第2土曜） 

    9:00～13:00 

予定回数：7回 

子ども書道教室 
書の基本練習、 

書初め・創作美術展出品 等 

対象:小学生 

定員:15人 

日時:9月～2月（日曜） 

    9:00～11:00 

予定回数:5回 

性別 学年

締め切り後、教室生決定のお知らせを郵送しますので、

持ち物や開催日はそちらをご覧ください。

生涯学習室の参加希望者は、下記申込用紙に必要事項を記入し、

４月３日（土）から１８日（日）までに中央公民館へお申し込みください。

教室参加までの流れ

き　り　と　り

STEP
１

STEP
2

STEP
3

定員になり次第、締め切りといたします。

睦沢在住で初めて申し込まれる方を優先させていただきます。

※活動中の写真は、広報やホームページなどで使用させていただくことがあります。

令和３年度　生 涯 学 習 教 室 　参 加 申 込 書

年齢氏
ふり

　　　名
がな

住　　　　所 電話番号教室名

選択

申込

決定


