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名称または団体名 種 目 開　催　日 時　間No

午前１０時～第１・３火曜日認知症予防フレッシュわかば43

興
味
の
あ
る
方
は

、
好
間
公
民
館

（
３
６

）
２
０
５
０
へ

、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

1 いわき民話の会 民話 第２・４火曜日 午後１時～

2 革工芸やよい会 革工芸 第３土曜日 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～

3

毎週水曜日 午後１時３０分～

さわやか書道清閑会 書道 第２・４水曜日 午後１時～

第２火曜日 午後７時～

5 ガラス工芸サークル ガラス工芸 第２・４月曜日 午前９時３０分～

6 たんぽぽ歌謡会 カラオケ

毎週土曜日 午後１時～

7 好間歌謡愛好会 カラオケ 毎週水曜日 午後７時～

8 八火会 音楽学習

毎週土曜日 正午～

9 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 午前１０時～

10 藤本流三味線　藤千会 三味線

毎週月曜日 午後１時～

11 及川三絃会　 三味線 第１・２・４(日)、第２(金) 午後７時～

12 日舞「秀和会」 日本舞踊

毎週金曜日 午後１時～

13 好間民謡会 民謡 第１・２・４(水)、第４(金) 午後７時～

14 好間好友会 民踊

毎週土曜日 午後６時～

15 好間ダンスサークル 社交ダンス 毎週金曜日 午前１０時～

16 好間ダンス愛好会 社交ダンス

毎週月曜日 午後７時～

17 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～

18 土曜ダンスサークル 社交ダンス

毎週火曜日 午後７時～

19 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～

20 好間町社交ダンス好友会 社交ダンス

毎週水曜日 午前１０時～

21 さわやかヨガ・イン好間 ヨガ 毎週木曜日 午前１０時～

22 いわきサットサンガの会 ヨガ

毎週火・金曜日（好間多目的広場） 午前９時～

23 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～

24 ミセス体操サークル 健康体操

第１・３木曜日 午前１０時～

25 好間健康体操サークル 健康体操 毎週月曜日 午後１時３０分～

26 好間グラウンド・ゴルフクラブ グラウンドゴルフ

毎週水曜日 午前１０時～

27 ドリーム３美体操 健康体操 毎週月曜日 午前１０時～

28 好間歩き方教室 歩き方

毎週木曜日 午後１時～

29 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～

30 好間ヨガサークル ヨガ

毎週木曜日 午後１時３０分～

31 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～

32 レイホクラニフラサークル好間 フラダンス

毎週金曜日 午後７時～

33 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～

34 しゃくなげ会 介護予防体操

随時 随時

35 ワヒネフラ フラダンス 第１・２・３月曜日 午後７時～

36 チーム富岡さくらYOSAKOI よさこい

第１・３金曜日 午後１時３０分～

37 手あみサークル・タンポポ 手編み 第１・３火曜日 午後１時～

38 好間水石同好会 水石鑑賞

毎週木曜日 午後５時～

39 好間将棋愛好会 将棋 第２・４日曜日 午前９時～

40 好間めん道場 料理

41 手芸サークル　plus 手芸 第２火曜日 午前９時３０分～

42 好間そば塾 料理

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 
Ｆ Ａ Ｘ：同上 
メ ー ル： 
 yoshima-c@city.iwaki.fukushima.jp 

好間の人口 
 ・世帯数     ５，７５８世帯 

 ・人 口     １３，７４４人 
    （平成２９年３月１日現在） 

生涯学習のマスコット マナビィ 

１ 名前の由来 

  生涯学習の「学び」と蜜蜂 

 の英語「Ｂｅｅ」とを合わせ 

 てマナビィ」と名付けられま 
 した。 
２ 特徴 

  「学」という字の頭に角が 
 ３本あるように、学ぶことが 

 好きな「マナビィ」にも触角 
 が３本あります。 
  もちろん遊びも大好き。 

 よく学び、よく遊ぶ蜂です。 
３ デザイン 
  石ノ森章太郎 氏 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災から、６年の月日が経過しました。 
 
 あらためて、犠牲となられた方々に哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた方々にお見舞いを申し
上げます。 
 
 さて、いわき市の復興に向けて、市民の皆様一人ひとりが自らの役割を考え、実践するために「学び」
の重要性はますます高まっています。 
 
 好間公民館では、より多くの方々に市民講座やサークル等の「学びの場」を提供するとともに、地域の
皆様が学んだ成果を「まちづくり」につなげる活動の拠点として、積極的に事業を進めていきます。 
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平成２８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     ◇好間ジュニア学級    
 
 ◆趣味の講座 
   ◇初めての「スマートフォン・タブレット」講座                
 
   ◇旬の家庭料理教室  ◇市民ハイキング（高尾山） ◇正月玄関飾りつくり  
 
 ◆公民館事業 
   ◇平成２９年成人式  ◇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）   

 

＜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    


