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 発行：三木南交流センター 

協力：三木南ふれあいプロジェクト 
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 三木市福井 2484-9 

Tel 83-1710  Fax 83-1711 
所 長 藤田敏行  まち担 長田麻理 

 
開館日  月曜～土曜    8：30～22：00 

日曜・振替休日  8：30～17：00 
 

休館日  月末・祝日・年末年始（12/28～1/4） 
 

 

第 50 号  

《2022 (令和４)年 ５月１日発行》 

QR ｺｰﾄﾞ 

依然として続くコロナ禍にあって、２０２２（令和４）

年度がスタートしました。 

 オミクロン株の急激な台頭により、１月２７日に発出

された「まん延防止等重点措置」が２度にわたる延長

を経て３月２１日にようやく全面解除となりました。 

 その後、ワクチン接種が進んできているとはいえ、

第７波の到来も危惧されていますので、各自が感染

防止対策を徹底しましょう。 

《３密回避、検温、手洗い、うがい、マスク着用、 

消毒と除菌、部屋の換気など》 

 

 

新年度スタート 

 

 
 

 

ＤＶＤの視聴学習を実施 

セミナー生を募集！ 

 
 

 

ＤＶＤの視聴学習を実施 

① 乳幼児    第３木曜の午前 

 （第２木曜の午前は体育館と遊具を開放） 

② ママのおしゃべりサロン  第４月曜の午前 

③ レディース  第４水曜の午前 

④ 高齢者    第４水曜の午前 
⑤ 家庭教育  【広野幼稚園児と保護者が対象】 

⑥ うたごえ広場  第４火曜の午後 

⑦ サマースクール ７月下旬～８月上旬 

（今回はドローン操縦体験を予定） 

 

本年度の各種団体代表者 

ふれあいプロジェクト  井上 澄子 （小林桜ケ丘） 

区長協議会         井上 澄子 （小林桜ケ丘）   

子ども会連合会       森本 予里 （小林桜ケ丘）   

老人クラブ            松浦 義和 （広野） 

民生・児童委員協議会  田中 節代 （新広陽） 

青少年補導委員会  栗田 貢 （ローレルハイツ北神戸） 

保健衛生推進委員会    山口 聡 （城山） 

防犯協会三木南支部    宇崎 雅晴 （さつき台） 

人権同和教育推進協    家弓 賢治 （新広陽） 

 

 第２回 シニア 「スマートフォン体験講座」 

 参加者を募集！ 

  

トレーニング室利用会員募集 
 

「健康づくり」 「メタボ解消」 「ウェイトトレーニング」などに

ご活用ください。 

三木南交流センターのトレーニング室を使用するには講習

の受講が必要です。 

 講習日時  ７月４日 （月） 、９月５日 （月） 、１１月７日 （月） 

    いずれも 午後７～８時 

 定  員   各回 １０人 

 申   込    受講料 １,０００円 と 保険料 １００円を添えて 

事前に申し込む。 

 パーソナルコーチング  毎回の講習後 （午後８～９時）に 

実施します。 

 指   導   山本 加々 利さん （健康運動指導士 ） 

日  時  ６月１４日 （火） １３：３０～ 

会  場  交流センター 

参加費  無料 

定  員  ２０人 （概ね 60才以上の人）   

内  容   基本操作、ネット検索、ライン、動画撮影など    

⤴ 

スマホ講座 

申  込  交流センター窓口か電話（℡８３－１７１０） 

で申し込む 

※講座で使用するスマホは準備します。 

 

 

▲ 第 1回講座 (3月 1日) 
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  ◆スポーツ団体◆(成人男女）   

№ 区 分 団 体 名 開 催 日 時 
1 

バドミントン 

バドミントン教室 (スポーツクラブ２１三木東)  毎週月曜日 10:00～13:00 

2 トントンみんとん 毎週水曜日 10:00～12:00 

3 キンキンみんとん 毎週金曜日 10:00～12:00 

4 ミッキーズ 毎週火曜日 20:00～22:00 

5 ＨＢＣ （広野バドミントンクラブ） 毎週金曜日 20:00～22:00 

6 あじさい 毎週水曜日 13:00～15:00 

7 

ソフ ト        

バレーボール 

彩葉もみじ 毎週月曜日 20:00～22:00 

8 ＭＳＶＣ 
毎週火曜日 20:00～22:00 

1土曜日 20:00～22:00 

9 ソフトバレーボール連盟 毎週木曜日 20:00～22:00 

10 

卓  球 

卓球教室 (スポーツクラブ２１三木東)  毎週土曜日 9:00～11:00 

11 クワガタ卓球 1.3.5 土曜日 10:00～12:00 

12 カトレア 毎週日曜日 11:00～13:00 

13 ファンタスティック 毎週月曜日 19:00～21:00 

14 四つ葉の会 毎週月曜日 13:00～15:00 

15 青空クラブ 毎週月曜日 15:00～17:00 

16 サクラの会 1.2.3.5土曜日 13:00～15:00 

17 松田ラージボール 1.2.4 日曜日 13:00～16:00 

18 

社交ダンス 

三木南社交ダンスクラブ 毎週月曜日 19:00～20:00 

19 たんぽぽ 毎週火曜日 10:00～12:00 

20 スイートピー 1.2.3 火曜日 14:00～16:00 

21 ソシアルダンス 1.2.3.4 金曜日 15:00～18:00 

22 ダンスサークル Ｋ 毎週木曜日 15:00～17:00 

23 ダンスサークル ３Ｍ 1.2.3 土曜日 15:00～17:00 

24 

フラダンス 
ピカケ 

1.2.4 木曜日 9:00～11:00 

25 4木曜日 13:00～15:00 

26 イミリア 毎週金曜日 13:00～15:00 

27 

ヨ  ガ Ｓuidy （スイディ） 

2・4月曜日 11:00～12:00 

28 1・3水曜日 11:00～12:00 

29 1.3 木曜日 20:00～21:00 

30 

ストレッチ 

ダンササイズ 

Enjoy Step m-m club 毎週火曜日 20:00～22:00 

31 E・Ｊクラブ 毎週金曜日 11:00～12:00 

32 Ｄ．ストレッチ.Ｃ 毎週金曜日 12:00～13:00 

33 メグ☆ダンササイズ 毎週月曜日 10:00～12:00 

34 
ミット       

キックボクシング 

Rika 美 Body  (A コース) 
毎週月曜日 9:00～10:00 

35 毎週火曜日 19:00～20:00 

36 Rika 美 Body  (C コース) 毎週土曜日 17:00～18:00 

37 ミット 

ボクシング 
Rika 美 Body  (Ｂコース) 

毎週火曜日 18:00～19:00 

38 毎週土曜日 18:00～19:00 

39 
健康体操 

生命の貯蓄体操 毎週火曜日 10:00～12:00 

40 金曜コグニ会 （認知症予防） 毎週金曜日 10:00～12:00 

41 トランポリン トランポロビクス教室  (スポーツクラブ２１三木東)  1.2.4 火曜日 10:00～12:00 

42 
居 合 道 居合道研究会 

2.4 木曜日 19:00～21:00 

43 2.3.4 土曜日 19:00～21:00 

44 スポーツ吹き矢 スポーツウェルネス 吹き矢協会 毎週金曜日 13:00～15:00 

45 空  手 日本空手道 翔空館 1･3木曜日 19:00～21:00 

この春、何かを始めてみませんか？ 

文化、趣味、教養、スポーツなど、約１００グループが交流センターで活動しています。 
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№ 区 分 団 体 名 開 催 日 時 

1 

詩  吟 

希望支部 毎週水曜日 20:00～21:00 

2 摂楠流吟詠会 小林支部 2・4 土曜日 13:00～15:00 

3 緑支部 毎週金曜日 13:00～15:00 

4 

民 謡 ・ 三味線 

うぐいす会 1.3 月曜日 13:00～15:00 

5 竹栄会 1.2.3 土曜日 9:00～12:00 

6 和楽会 1.2.3 日曜日 9:00～12:00 

7 カ ラ オ ケ  三木南歌謡同好会  
１・３水曜日 13:00～16:00 

２・４水曜日 13:00～15:00 

8 音  楽 シャイニーハーツ ジャズオーケストラ 3 日曜.4 土曜日 13:00～17:00 

9 書  道 楓華書香会 1.3 水曜日 10:00～12:00 

10 ・11 

絵  画 

ふみえ会 （絵手紙） 
2 月曜日 、4 水曜日 10:00～12:00 

12 4 金曜日 9:00～13:00 

13 自游画クラブ （水彩画） 1.3 火曜日 10:00～12:00 

14 アートサロン土筆 （水彩画） 2.4 水曜日 13:00～16:00 

15 アートエナジー （水彩画） 1.3 木曜日 13:00～16:00 

16 季楽画塾 A・B （水彩画） 2.4 木曜日 10:00～16:00 

17 日曜アートサロン (水彩画) 2 日曜日 13:00～16:00 

18 柏樹会 (日本画） 1.3 金曜日 13:00～17:00 

19 
手  芸 

リボンレイ     1 火曜日 13:00～16:00 

20 コスモス 1 金曜日 9:00～12:00 

21 茶  道 いちわん会 2.4 水曜日 13:00～17:00 

22 
着 付 け 

三木南きものサークル 2.3 週木曜日 10:00～12:00 

23 花笑み会 毎週火曜日 19：00～21：00 

24 

華  道 

フラワーアレンジ 

いけばな「華」 2.4 土曜日 15:00～16:00 

25 azami flower school  (A コース) 4 金曜日 20:00～22:00 

26 azami flower school  (B コース) 4 土曜日 10:00～12:00 

27 フルヌーブ アレンジメント 2 木曜日 12:00～15:00 

28 うたごえ 三木南うたごえ広場 （童謡・唱歌を歌う会） 4 火曜日 13:00～14:00 

  ◆子どもの団体◆  

№ 区 分 団 体 名 開 催 日 時 

1 

新 体 操 

オーデンセ  (親子コース) 2.4 火曜日 10:00～11:00 

2 オーデンセ  (Ａコース) 毎週火曜日 16:00～17:00 

3 オーデンセ  (Ｂコース) 毎週火曜日 17:00～18:00 

4 オーデンセ  (Ｃコース) 毎週火曜日 18:00～19:00 

5 オーデンセ  (Ｄコース) 毎週火曜日 19:00～20:00 

6 オーデンセ  (Ｅコース) 毎週土曜日 15:00～17:00 

7 オーデンセ  (Ｆコース) 毎週金曜日 17:00～19:00 

8 オーデンセ  (G コース) 毎週金曜日 19:00～20:00 

9 

体  操         

わんぱくキッズ体操教室 (年長児クラス) 
毎週水曜日 16:00～17:10 

10 毎週木曜日 16:00～17:10 

11 
わんぱくキッズ体操教室 （小１～小３クラス） 

毎週水曜日 17:20～19:00 

12 毎週木曜日 17:20～19:30 

13 

フラダンス 

ルアナ 毎週月曜日 17:00～19:00 

14 レフア (A コース) 1.2.4 木曜日 11:00～13:00 

15 レフア (B コース) 毎週金曜日  9:00～11:00 

16 レフア (C コース) 1.2 木曜日 13:00～15:00 

17 空  手 育正研 空手教室 毎週日曜日 9:00～11:00 

18 

ダ ン ス 

D-my COLOR  (A・B・C・D コース) 毎週水曜日 17:00～21:00 

19 D-my COLOR  (E・F・G コース) 2.4 土曜日  9:00～13:00 

20 ぴよんこダンス 1.3.5 金曜日 18:00～22:00 

21 
リトミック （音楽） 

リトミック教室 (Ａコース) 1.2.3 水曜日 9:00～13:00 

22 リトミック教室 (Ｂコース) 2,3,4 月曜日 10:00～11:00 

23 書  道 子ども書道教室 (年長児～中３コース) 毎月曜日 15:00～19:00 

24 絵  本 ぶくちゃんクラブ （絵本の読み聞かせ） 3 金曜日 10:00～12:00 

25 

 

英  語 

Teeter Totter (小１～小３コース) 毎週水曜日 16:15～17:10 

26 Teeter Totter (小４～小６コース) 毎週水曜日 17:20～18:15 

27 Ｌｅｔ’ｓ （親子コース） 毎週木曜日 10:00～12:00 

28 Huggy  (親子コース) 1.2.3.4 週金曜日 10：00～12：00 

29 Ｌady bug  (Ａコース) 毎週火曜日 15:00～17:00 

30 Ｌady bug  (Ｂコース) 毎週火曜日 17:00～18:00 

31 Ｌady bug  (C コース) 毎週木曜日 16:00～18:00 

年齢ごとに分類 

  ◆文化団体◆（成人男女） 

年齢ごとに分類 
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暮らし生活部会の取組 

 
 

 

ＤＶＤの視聴学習を実施 

三木南地推協の活動 

ふれあいプロジェクト 主な事業
（開催予定日） 

コロナ感染状況で変更も 

いっそう “人にやさしい三木南地区” をめざします。 

 【年間計画】  

５～８月  幹事会、社会教育推進委員会、総会、 

研修会 

  ９～１１月  人にやさしい集い （住民学習会） 

 １２月   別所地区との交流学習会や合同視察研修 

１月  人権教育研究大会 （講演と人権パネル展） 

２月  団体別人権学習会 

 

 

・ 三世代グラウンドゴルフ大会 （６月２６日） 

・ 精霊流し （８月１５日） 

・ ふれあい交流イベント （１０月２３日） 

・ ソフトバレーボール大会 （１１月） 

・ 年末特別警戒 （１２月） 

・ シニアバドミントン大会 （１月） 

・ 防災研修 （２月） 

・ 暮らし生活部会事業 （右上記参照） 

 

 

現在、三木市では三木市全体の歴史をまとめた

「新三木市史」を順次刊行しています。 

“通史編”に加え、公民館単位の１０地区の地域編

で、“口吉川地区編”や“志染地区編”などがすでに

発行されています。 

“三木南地区編”も数年後の刊行に向けた取組が

スタートする予定です。                 ⤴ 

所 長   藤田 敏行 

まち担   長田 (おさだ) 麻理 【令和４年４月１日～】 

事務員   木原美紀  清水てる子  石田慶子  田中三郎 

管理人   井上宣行  前田  均    田代  忍  蔵部  正 

清掃員   河合幸子 

① ユースバドミントン教室 【秋季に開催予定】 

２０～３０才代の「ヤング」を対象に実施。 

指導  元 国体バドミントン選手 

② シニアバドミントン大会 【冬季に開催予定】 

    概ね６０才以上の 「シニア」 や高齢者大学

のバドミントン部員などを対象に実施。 

 

※その他、グラウンドゴルフ大会やソフトバレー 

ボール大会も計画 （左記参照） 

 

令和4年度 三木南交流センター職員 

よろしくお願いします！ 

 
 

 

ＤＶＤの視聴学習を実施 

“三木南ふれあいプロジェクト”と“ボランタリー

活動プラザみき”が協働して取り組む「暮らし生活

部会」の活動を紹介します。 

「認知症予防プログラムの実践」 「地区内バス交

通の検討」 に加えて今年度から、「地域ぐるみの

子育て」 といった諸課題に対応していきます。 

ますます安全で安心して暮らせる三木南地区に

なりますように！ 

 

 

 

スポーツイベント 

 
 

 

ＤＶＤの視聴学習を実施 

⤵ 

その際、地区の皆さんには、各自治会や三木南地区

に関する写真、書物、記録、歴史、文化、生活、伝承、

行事などの資料をお持ちであれば、ぜひ提供くださ

るようお願いします。 

  

 

新三木市史 「三木南地区編」 

刊行に向けて協力を！ 
（市史編さん室より） 

 
 

 

ＤＶＤの視聴学習を実施 


