
5 月分

日 曜
映画上映会 午前10時30分 映画上映会「男はつらいよ」 午前10時

アートを楽しもう 午前10時30分

陶芸講座（講義） 午前10時 筆ペン・ペン習字講座 午前10時

陶芸講座（自習） 午後１時 のびのび体操 午後１時30分 太極拳講座 午後１時30分

パソコンサロン 午前9時

教養講座、パソコンサロン 午後１時

パソコンサロン 午前9時

日舞講座、経験者陶芸講座 午前10時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時

歌謡講座 午前10時 茶道講座、日舞講座、水墨画講座午前10時 書道講座、陶芸講座（OB） 午前10時 茶道講座 午前９時３０分

陶芸講座（自主） 午前１０時

筋力トレーニング教室 午後0時45分 木彫講座 午後１時 書道講座、陶芸講座（OB） 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

パソコンサロン 午前9時 詩吟講座 午前9時30分 木彫講座 午後1時 民謡講座 午前10時

陶芸講座（自主） 午前10時

パソコンサロン、民謡講座 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

謡曲講座 午前10時 謡曲講座（初級） 午前10時

家族でかぼちゃを育てよう 午前10時30分

陶芸講座（初級）、茶道講座 午前10時 太極拳講座 午前10時

のびのび体操 午前10時30分

陶芸講座（上級） 午後１時 絵画講座 午後1時

パソコンサロン、朝市 午前9時 陶芸講座（初級）、カメラ撮影基本講座 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

書道講座、ヨガ講座 午前10時 生花講座 正午 介護予防運動教室 午前10時

リズムダンス講座 午後0時45分 生花講座、陶芸講座（OB） 午後１時

木彫講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座、陶芸講座（自主） 午後1時

太極拳講座、陶芸講座（自主） 午前10時 民謡講座、陶芸講座（OB） 午前10時 謡曲講座、陶芸講座（初級） 午前10時

民舞講座、陶芸講座（自主） 午後１時

大正琴講座 午後１時30分 陶芸講座（OB）、手芸講座 午後１時 リズムダンス講座、陶芸講座（上級） 午後１時

パソコンサロン 午前9時 布ぞうり講座、陶芸講座（自主） 午前10時 陶芸講座（初級）、茶道（裏）講座 午前10時 詩舞講座、陶芸講座（自主） 午前10時

日舞講座、生花講座、経験者陶芸講座午前10時 介護予防運動教室 午前10時

大正琴講座 午後0時30分 陶芸講座（上級） 午後１時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 リズムダンス講座 午後１時30分 教養講座 午後１時30分

朝市 午前9時 茶道講座、日舞講座 午前10時 陶芸講座（OB） 午前10時 茶道講座 午前９時３０分

布ぞうり講座、経験者陶芸講座 午前10時 陶芸講座（自主） 午前１０時

歌謡講座 午前10時

筋力トレーニング教室 午後0時45分 書道講座・水墨画講座 午後１時

経験者陶芸講座 午後１時 民謡講座 午後2時 陶芸講座（OB） 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

パソコンサロン 午前9時 詩吟講座 午前9時30分 囲碁将棋 囲碁将棋
謡曲講座、カメラ撮影講座（Ａ） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

映画上映会 午後0時30分

パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

映画上映会 午前10時30分 映画上映会「裸の大将」 午前10時

茶道講座、陶芸講座（初級） 午前10時 筆ペン・ペン習字講座 午前10時

陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび体操 午後１時30分太極拳講座 午後１時30分

パソコンサロン、朝市 午前9時 陶芸講座（初級） 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時 俳句講座、陶芸講座（自主） 午前10時

ダンス講座 午前10時

リズムダンス講座 午後0時45分 陶芸講座（OB） 午後１時

教養講座、木彫講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座、陶芸講座（自主） 午後１時

陶芸講座（自主） 午前10時 民謡講座、陶芸講座（OB） 午前10時 謡曲講座、陶芸講座（初級） 午前10時

民舞講座、陶芸講座（自主） 午後１時 陶芸講座（OB） 午後１時 リズムダンス講座、陶芸講座（上級） 午後１時

パソコンサロン 午前9時 手芸講座、陶芸講座（自主） 午前10時 陶芸講座（合同） 午前10時 詩舞講座、陶芸講座（自主） 午前10時

日舞講座、経験者陶芸講座、朝市 午前10時 介護予防運動教室 午前10時

大正琴講座 午後0時30分 陶芸講座（自主） 午後１時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 リズムダンス講座 午後１時30分 木彫講座、布ぞうり講座 午後１時

朝市 午前9時 茶道講座、日舞講座、水墨画講座午前10時 書道講座、陶芸講座（OB） 午前10時 茶道講座 午前９時３０分

歌謡講座、経験者陶芸講座 午前10時 陶芸講座（自主） 午前１０時

筋力トレーニング教室 午後0時45分

経験者陶芸講座 午後１時 木彫講座 午後１時 書道講座、陶芸講座（OB） 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

パソコンサロン 午前9時 詩吟講座 午前9時30分 木彫講座 午後1時 民謡講座 午前10時

手づくり工作教室 午前10時30分 陶芸講座（自主） 午前10時

民謡講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

映画上映会 午前10時30分 囲碁将棋 謡曲講座 午前10時

多肉植物の寄せ植え教室 午前10時30分

茶道講座、陶芸講座（初級） 午前10時 太極拳講座 午前10時

Zoomでつながろう 午前10時

のびのび体操 午前10時30分

陶芸講座（上級） 午後１時 絵画講座 午後1時

パソコンサロン、朝市 午前9時 陶芸講座（初級） 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

書道講座、ヨガ講座 午前10時

リズムダンス講座 午後0時45分 生花講座 正午 生花講座、陶芸講座（OB） 午後１時

教養講座、木彫講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座、陶芸講座（自主） 午後1時

太極拳講座、陶芸講座（自主） 午前10時 民謡講座、陶芸講座（OB） 午前10時 謡曲講座、陶芸講座（初級上級） 午前10時

教養講座、民舞講座、陶芸講座（自主）午後１時

大正琴講座 午後１時30分 陶芸講座（OB）、手芸講座 午後１時

パソコンサロン 午前9時 布ぞうり講座、陶芸講座（自主） 午前10時 陶芸講座（初級）、茶道（裏）講座 午前10時 詩舞講座、陶芸講座（自主） 午前10時

日舞講座、生花講座、経験者陶芸講座 午前10時 手芸講座 午前10時 介護予防運動教室 午前10時

大正琴講座 午後0時30分 陶芸講座（上級） 午後１時 木彫講座 午後１時

経験者陶芸講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時 リズムダンス講座 午後１時30分 教養講座 午後１時30分

朝市 午前9時 茶道講座、日舞講座 午前10時 陶芸講座（OB）、謡曲講座（初級）午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

布ぞうり講座、経験者陶芸講座 午前10時

Zoomでつながろう、歌謡講座 午前10時

筋力トレーニング教室 午後0時45分 陶芸講座（自主） 午後１時

経験者陶芸講座 午後１時 民謡講座 午後2時 陶芸講座（OB） 午後１時 書道講座、水墨画講座 午後１時

パソコンサロン 午前9時 詩吟講座 午前9時30分 囲碁将棋 囲碁将棋
謡曲講座、カメラ撮影講座（B） 午前10時 陶芸講座（自主） 午前10時

バルーンアート教室 午前10時30分

パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（自主） 午後１時

映画上映会 午前10時30分

陶芸講座（初級） 午前10時 囲碁将棋 囲碁将棋 囲碁将棋
陶芸講座（上級） 午後１時

パソコンサロン、朝市 午前9時 陶芸講座（初級） 午前10時 日舞講座、陶芸講座（OB） 午前10時

リズムダンス講座 午後0時45分 陶芸講座（OB） 午後１時

木彫講座、パソコンサロン 午後１時 陶芸講座（上級） 午後１時 のびのび３B体操 午後１時30分 詩吟講座 午後1時
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