
令和５年度 枝光北市民センター クラブ一覧表
詳細については、センターへお問い合わせください。

ひまわり文庫 新 刊 入 荷
（3月１７日入れ替えをしました）

児童新刊

成 人 新 刊

問い合わせ先：枝光北市民センター
TEL / FAX   ６６１－２４３７ 2023.4.1現在

３月４日（土）
終了しました。

枝光三区の「まち探検」を実施しました。

枝光台中学校では、卒業式が 行われていました。

7日 自由遊び
14日 自由遊び
21日 自由遊び・健康・育児相談
28日 自由遊び

4 月 の 予 定

※毎週金曜日 １０：００～１２：００

（５週目・祝祭日はお休みです）

枝光小学校家庭教育学級

・親子４４名が、小麦粉をこねて、うどんをうち、美味しく
いただきました。

・うどんづくりの大変さと楽しさを痛感した親と子どもでした。

第四回 ひだまり学級 『親子手打ちうどん教室』

いきいき子どもひろば
（さよならパーティー）

３月11日（土）
終了しました。

青少年健全育成
キャンペーン

３月11日（土）
終了しました。

お気軽に見学からどうぞおいでください。

・六年生なので、最後の『いきいき子どもひろば』でした。
・日常ではできないことができて、とても新鮮でした。
・パンの生地をこねたりするのが楽しかった。
・ピザがおいしかった。

10 山狩 笹本 稜平

枝北健康ウォーキング

１ かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり

（かいけつゾロリシリーズ） 原 ゆたか
２ 小早川秀秋（コミック版日本の歴史 戦国人物伝）

加来 耕三/企画・構成・監修
３ すけすけのりもの なかしま じゅんこ
４ ゾゾーッ!こわい話1000 魔夜 妖一
５ 山火事のサバイバル １

（かがくるBOOK科学漫画サバイバルシリーズ）
ポドアルチング

１ 「あなたは絶対！運がいい」の秘密 浅見 帆帆子
２ アルツ村 南 杏子
３ 彼女たちのいる風景 水野 梓
４ 競争の番人［２］ 新川 帆立
５ この痛みに名前をつけてよ 橋爪 駿輝
６ 時代へ、世界へ、理想へ 高村 薫
７ 田辺聖子十八歳の日の記録 田辺 聖子
８ 天職 天野 篤
９ デクリネゾン 金原 ひとみ

３月9日（木）
終了しました

『子どもたちのアンケート』より

『参加者のアンケート』より

1・2・3 ペン習字 ペン習字 10:00～11:30 1・2・3 ニュースポーツ ニュースポーツほほえみ 10:00～12:00

1・2・3 手芸 ストレッチ編み 10:00～12:00 2 スィーツ 枝光北スイーツクラブ 10:00～12:00

毎週 フラダンス アロハ・アイナ枝北 10:30～12:30 2・3・４ 歌謡クラブ 14:00～16:00

毎週 音楽 大正琴コスモス B 13:30～15:30 1・2・3 尺八 17:30～19:30

毎週 ヨガ ここちyoga 14:00～15:30 2・４ Shiny Branch 19:00～21:00

2 カメラ デジカメ写楽の会 15:00～17:00 3 Shiny Branch　キッズ 19:00～21:00

毎週 民謡 枝光民謡   9:30～12:00 2・４ 着付 着付けとマナー 19:00～21:00

２・４ ダンス ミステリィサークル 10:00～12:00 1・3 音楽 大正琴コスモス A 13:00～15:00

1・2・3 音楽 コーラス LAVITA 13:30～15:00 毎週 詩吟 詩吟さつき会 13:00～15:00

1・2 パソコン パソコンクラブ・フレンド 14:00～16:00 2・４ 音楽 脳トレクラブ 13:00～15:00

1・2・3 茶道 抹茶クラブ 19:00～21:00 毎週 球技 バウンドテニス百合の会 19:00～21:00

1・3 登山 あしび山の会 19:00～21:00 毎週 球技 枝光北ラージボール卓球 10:00～12:00

1・3 ヨガ E★YOGA 19:00～21:00 4 親子いけばな教室 10:00～12:00

２・４ 武道 空手道クラブ 18:30～20:30 4 華・こでまり 10:00～12:00

毎週 書道 大筆書道 10:00～12:00 2・4 詩吟 詩吟クラブ 10:00～12:00

毎週 体操 太極拳 10:00～12:00 毎週 球技 バウンドテニス 13:00～14:30

毎週 書道 小筆書道 13:30～15:30 毎週 囲碁 枝北囲碁クラブ 13:00～16:00

毎週 語学 中国語 18:30～21:00 1・3 音楽 大正琴ポピー 13:00～15:00

1・3 生け花 いけばなクラブ 19:00～21:00 毎週 書道 お習字クラブ 13:30～15:30

毎週 音楽 tutti（KJC OG会） 19:30～21:30 毎週 球技 ラージボール卓球わかば会 14:45～16:45

球技 枝光北GGクラブ   8:30 ～11:30 
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