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41 好間めん道場 料理 第１・３金曜日 午後１時３０分～

42 手芸サークル　plus 手芸 第２火曜日 午前９時３０分～

39 好間水石同好会 水石鑑賞 随時 随時

40 好間将棋愛好会 将棋 第２・４日曜日 午前９時～

37 チーム富岡さくらYOSAKOI よさこい 毎週金曜日 午後７時～

38 手あみサークル・タンポポ 手編み 第１・３火曜日 午後１時～

35 しゃくなげ会 介護予防体操 毎週木曜日 午後１時３０分～

36 ワヒネフラ フラダンス 第１・２・３月曜日 午後７時～

33 レイホクラニフラサークル好間 フラダンス 毎週木曜日 午後１時～

34 好間なでしこの会 介護予防体操 毎週月曜日 午前９時３０分～

31 好間ヨガサークル ヨガ 毎週水曜日 午前１０時～

32 介護予防体操サークル 介護予防体操 毎週金曜日 午後１時３０分～

29 好間歩き方教室 歩き方 第１・３木曜日 午前１０時～

30 楽しいフラ教室 フラダンス 第１・２・３土曜日 午後１時３０分～

27 好間グラウンド・ゴルフクラブ グラウンドゴルフ 毎週火・金曜日（好間多目的広場） 午前９時～

28 ドリーム３美体操 健康体操 毎週月曜日 午前１０時～

25 ミセス体操サークル 健康体操 毎週水曜日 午前１０時～

26 好間健康体操サークル 健康体操 第１・２・３月曜日 午後１時３０分～

23 いわきサットサンガの会 ヨガ 毎週火曜日 午後７時～

24 好間３Ｂ体操ひまわり会 健康体操 第1・3月曜日、第2・4火曜日 午前９時３０分～

21 好間町社交ダンス好友会 社交ダンス 毎週月曜日 午後７時～

22 さわやかヨガ・イン好間 ヨガ 毎週木曜日 午前１０時～

19 土曜ダンスサークル 社交ダンス 毎週土曜日 午後６時～

20 サンデーダンスサークル 社交ダンス 第１・２・４日曜日 午後６時３０分～

17 好間ダンス愛好会 社交ダンス 毎週金曜日 午後１時～

18 ダンスサークル火曜会 社交ダンス 毎週火曜日 午後１時３０分～

15 好間好友会 民踊 毎週月曜日 午後１時～

16 好間ダンスサークル 社交ダンス 毎週金曜日 午前１０時～

13 日舞「秀和会」 日本舞踊 毎週土曜日 正午～

14 好間民謡会 民謡 第１・２・４(水)、第４(金) 午後７時～

11 藤本流三味線　藤千会 三味線 毎週土曜日 正午～

12 及川三絃会　 三味線 第１・２・４(日)、第２(金) 午後７時～

9 八火会 音楽学習 第２火曜日 午後７時～

10 カラオケサークル　スリーエース会 カラオケ 第２・４日曜日 正午～

カラオケ 毎週水曜日 午後１時３０分～

8 好間歌謡愛好会 カラオケ 毎週水曜日 午後７時～

ガラス工芸 第２・４月曜日 午前９時３０分～

6 いわき遊墨会 水墨画・書道 第２・４日曜日 午前９時３０分～

書道 第２・４水曜日 午後１時～

午前９時３０分～

4 籐工芸サークル平教室 籐工芸 第２・４木曜日 午後１時～
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1 いわき民話の会

さわやか書道清閑会

5 ガラス工芸サークル

7 たんぽぽ歌謡会

民話

2 革工芸やよい会 革工芸

第１・３火曜日認知症予防フレッシュわかば44

3

午後５時～毎週木曜日料理好間そば塾43

午前１０時～

～ 好間川　吊り橋を渡ろう ‼ ～

古河好間炭鉱、隅田川炭鉱などに炭坑夫が通った
炭鉱長屋に想いをはせながら、春の好間川に架か
る松阪吊り橋、岩穴吊り橋の散策をしました。

名称または団体名 種 目 開　催　日 時　間No

第２・４火曜日 午後１時～

第３土曜日

「いわきのへそ」 
 好間公民館に４月に着任して間もなく、一つの新聞記事の随筆投稿が目に留まりました。「好間町は地理的

にいわきのへそ（中心）に位置しています」 
 公民館事業や青少年活動、地域の皆さんや講師の先生との会話などから、好間の地域の歴史や人物、文学等
を知る機会をいただきました。縄文・弥生時代のいわきの様子が知り得る「愛谷遺跡」、鎌倉時代の常陸国の
「好嶋荘」から、室町・戦国時代には、好間町下好間町・内郷御台境町、平にかけて統治拠点が置かれた「大
舘城」、炭鉱開発に尽力した「白井遠平」「小田吉治」、炭鉱遺構である「吊り橋」「発電所跡」、清流の
「好間川」、鑑賞石「水石（すいせき）」、全国的にも貴重な地質事例とされる「Ｖ字谷」、菊竹山の地の
「三野混沌、吉野せい夫妻」など。「炭鉱遺構と自然溢れる文学の町 好間」にふさわしい地域資源の豊富な
いわきの中心をなしている地域であることを知りました。 
 さて、公民館は地域のコニュニティの拠点施設として、公民館事業活動や青少年育成事業を実施し、地域の
皆様にご利用いただいているところであり、好間公民館は市内36館のうちの貸館の稼働率が高い地区公民館と
なっています。今後とも、地域に根差した市民講座の企画の立案、地域事業等に地域の皆様の声を反映させな
がら、いわきのへそならではの生涯学習の一助となれますよう職員一同 励んでまいります。 
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平成２９年度 市民講座及び主催・共催事業 

～ 好間公民館では、次の各種講座等を実施しました ～ 

＜主催事業＞ 
 ◆教養講 

   ◇好間寿学園    ◇女性セミナー    ◇ちびっこ学級    
 
       ◇好 間 学    ◇江戸歴史夜話   
 
 ◆趣味の講座 
   ◇三原色絵画教室  ◇旬の家庭料理教室～体内からほかほか～   
 
   ◇涙活のススメ   ◇風情のある一閑張りカゴづくり教室 
 
 ◆公民館事業 
   ◇平成３０年好間地区成人式    ◇好間町子ども会親善球技大会   ◇まちづくり文化講演会  
   ◇春・秋季親善市民球技大会（ソフトボール、バレーボール） 
   ◇学校・地域・家庭パートナーシップ事業（土曜学習推進事業」）「好間土曜学校」  
 
 

＜共催事業＞ 
   ◇好子連大なわとび大会  ◇好間町少年ポスター展・社会を明るくする標語展  
 
   ◇好間地区総合文化祭    

生涯学習のマスコット マナビィ 

編集発行：いわき市立好間公民館 

住  所：好間町中好間字中川原29-1 

電話番号：３６－２０５０ 
メ ー ル：yoshima-c@city.iwaki.lg.jp 
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ：「いわき市内郷・好間・三和 
      地区公民館」 

好間の人口 
 ・世帯数     ５，７４５世帯 

 ・人 口     １３，４８７人 
    （平成３０年３月１日現在） 


