
1  努力目標
〇  広く地域住民の参加を求め、教養を高めて人生に潤いを得る身近な場としての利用拡大を

推進する。

〇 住民相互の親睦と連帯感を育む町づくりを推進する。

〇 地域住民の生きがいと健康管理に関する生涯学習活動の推進を図る。

2  運営組織

〇 各事業の計画･運営、公民館の運営･管理については年度初めに年間事業計画を作成し、

役員会、運営委員会を経て実施する。

館長、副館長、運営委員長、副運営委員長、顧問、監事、主事、会計、

会計監査、書記、各部長の計2０名で組織されている。

町内代表、所属クラブ代表、自治会、館長推薦者、小学校、幡東小

ＰＴＡ役員等、合計６３名で構成し原案を審議・決定し実行する。

各事業は運営委員全員の協力で行なう。

企画部、総務部、体育部、文化部、教養部、広報部

部長、副部長、部員で構成し、担当事業原案を作成する。

3  活動概要

〇 勤労青少年教養講座 健康太極拳の講座 (全10回)

健康リズム体操 （全8回）

卓球教室 (全10回)

ミニテニス教室 （全5回）

健康麻雀教室

〇 生涯学習補助事業 ソーイング教室 （全3回）

シニアの料理教室 （全3回）

家族料理教室 （全6回）

親子で楽しく！お茶

小学生の交通安全教室

〇 その他の事業

区民ドッヂビー大会 町内を４ブロックに分けてのリーグ戦 中止※

普通救命処置講習会 基礎コース　ＡＥＤ取り扱い方法等の講習 中止※

子どもミニ縁日、盆踊り大会等

敬老会 山口地区社協、山口連区自治会と共催 中止※

中学校区指導者研修会 幹事館　山口 中止※

山口区民運動会 山口連区自治会と共催 中止※

エンジョイ･ウォーキング 中止※

年末大掃除 公民館内及びグラウンドの清掃 12月5日

成人式 式典、記念写真撮影 1月9日

山口公民館フェスティバル 各種教室、利用サークルの作品展示と発表など 中止※

広報｢やまぐち｣ 山口地区４団体広報誌（公民館活動の紹介等） 年4回

消防訓練 消火訓練のみ　　　　　　　　　　　　　 12月5日

　※新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止となりました。
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不要になったGパンがリメイクで素敵なバッグに

生まれ変わりました。

講 師

会 場

期 間

延受講者数

スイーツに和食、洋食。親子で楽しくお料理が

出来ました。

講 師

会 場

期 間

延受講者数

おせちにあんかけ焼きそば、オムライス。

家でも作ってくださいね。

講 師

会 場

期 間

延受講者数

    新型コロナウイルス感染拡大防止の為、

    中止となりました。

12月～1月

23人

柴田 雅美

10月～11月

9人

稲葉 清美

12月～1月

山口公民館 集会室A

山口公民館 料理室

山口公民館 料理室

86人

稲葉 清美

生涯学習補助事業

ソーイング教室（全3回）

家族料理教室（全6回）

シニアの料理教室（全3回）

小学生の交通安全教室

親子で楽しく！お茶（茶道教室）



太極拳で、脚力・バランス感覚を鍛えました。

受講者が多く、人気の講座でした。

講 師

会 場

期 間

延受講者数

音楽♪にノッて簡単な体操を教えていただきました。

マットを使用して筋トレもしました。

講 師

会 場

期 間

延受講者数

初心者から経験者まで卓球を楽しみました。

卓球は足腰が基本です。運動不足解消になりました。

講 師

会 場

期 間

延受講者数

まん延防止が出たため、回数が減りましたが

時間いっぱい試合を楽しみました。

講 師

会 場

期 間

延受講者数

    新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止となりました。

堂脇 敏子

10月～12月

101人

柴田 孝子

10月～12月

12月～1月

20人

山口公民館 集会室ＡＢ

山口公民館 集会室Ｃ

幡山東小学校 体育館

幡山東小学校 体育館

50人

諏訪原 寛

10月～12月

85人

鈴木 功

勤労青少年教養講座

健康太極拳の講座（全10回）

健康リズム体操（全8回）

卓球教室（全10回）

ミニテニス教室（全5回）

健康麻雀教室



山口公民館所属クラブ及び利用クラブ一覧

ｼﾞｬﾝﾙ クラブ名 公民館 曜日 活動時間 月会費（円）

運動 H･T･B(ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ) 山口 月･木 19:00～21:00 100/1回

運動
山口若草会（グランドｺﾞﾙ
ﾌ）

山口 火・土  9:00～12:00 2,000(教材費別)

運動 山口ソフトボール愛好会 山口 日（春・秋）  7:30～12:00 1年15,000/1チーム

運動 山口卓球クラブ 山口 土 19:00～21:00 500

運動 山口太極拳クラブ 山口 月 14:00～15:30 2,000

体操 山口健康体操ゆう遊くらぶ 山口 木  13:30～14:45 2,000(教材費別)

体操 うさぎの会 山口 月 10:30～12:00 1,500

体操 Ｂ・Ｂクラブ(ヨガ) 山口 木 19:00～21:00 2,000

体操 ひつじの会 山口 木 13:30～15:30 1,500

体操 リフレッシュサークル 山口 金 10:00～12:00 2,500

体操 ヒーリングヨガ 山口 土(月2回) 15:00～16:30 1,200/1回

ダンス オリーブ(ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ） 山口 月 13:00～15:30 2,000

ダンス ブーゲンビリア(ﾌﾗﾀﾞﾝｽ） 山口 水(月3回） 13:30～16:30 4,000 ※現在募集していません

音楽 スイトピー（ｳﾞｨｵﾘﾗ） 山口 月(月1回) 10:00～12:00 1,000 ※現在募集していません

音楽 奏美会(大正琴) 山口 金(第2･4) 10:00～12:00 2,000

絵画 ボールペン画山口同好会 山口 土(第1･3) 9:30～11:30 1,000(教材費別)

華道 山口紅風会(生花ｸﾗﾌﾞ) 山口 木(第2･4) 19:30～21:00 3,000

料理 料理教室 山口 月(第4) 10:00～13:00 2,200

語学 ヘバラギの会（韓国語） 山口 火(月2回) 19:00～20:30 2,000(教材費別)

その他
初めの一歩(ﾊｰﾌﾞを楽しむ
会）

山口 金(第3) 10:00～12:00
必要に応じて実費

(入会費1,000)


