市立松東公民館
電話 46-1433
小松市長谷町49
（ふれあい松東内）

先着順

申込開始： ３月２９日（火）
申込方法：メール（下記アドレス） ・窓口受付
申込時間：火曜～金曜 9時～16時
メール：shoto-k@city.komatsu.lg.jp

市立国府公民館

先着順

申込時間：火曜～金曜9時～16時
メール：kokufu-k@city.komatsu.lg.jp

健康体操教室

こども生け花教室

対象／５５歳以上 月3回 火曜 10:00～11:15
定員／20人 全20回（4/12～3月）8月．1月休み

対象／小・中学生 第1土曜 10:00～12:00
定員／10人
全6回（7/2～12月）

太極拳入門教室

こども茶道教室

対象／一般 第2・4土曜 10:00～11:30
定員／20人 全20回（4/9～3月）

対象／小・中学生 第2土曜 9:30～12:00
定員／10人
全12回（4/9～3月）

ノルディックウォーク教室

やさしいスマホ教室～スマホライフをお手伝い～

対象／一般 第2・4木曜 10:00～11:30
定員／15人 全12回（4/14～11月）

対象／一般
定員／10人

絵手紙教室

韓国語教室（初心者向き）

対象／一般 第2・4火曜 13:30～15:00
定員／10人 全20回（4/12～3月）

対象／一般
定員／10人

手づくり教室

やさしい太極拳教室～入門太極拳とストレッチで体を整えます～

対象／一般 第2・4水曜 13:30～15:30
定員／10人 全12回（4/13～10月）

対象／一般
定員／10人

書道教室

水引教室

対象／一般 第1・3木曜 9:30～11:00
定員／12人 全8回（4/7～7月）

対象／一般
定員／10人

歴史文化教室

寄せ植え園芸教室

市立第一公民館

苔玉教室

対象／一般 土曜 9:30～11:30
定員／親子10組 全２回 ①6月 ②１０月

対象／一般
定員／10人

陶芸教室

お花飾り教室

対象／小学3～6年生 基本 第1土曜 9:30～11:00
定員／20人
全12回（4/23～3月）

対象／一般
定員／16人

こども絵画教室

親子で異文化体験 ～韓国編～

対象／一般
定員／11人

第3土曜 10：00～11:30
全12回（4/16～3月）

対象／一般
定員／14人

5/28（土）19:00～20:00
全1回

基本 第4金曜 10:00～11:30
全12回（4/22～3月）

基本 第2・4月曜 10:00～11:30
全17回（4/25～12月）

市立安宅公民館
4/23（土）10:00～12:00
全1回

クリスマスリース 10/29（土） 19:00～20:00
フラワーアレンジメント 12/27（火）19:00～20:00

募集期間：3月15日(火)～4月25日(月)
申込方法：窓口受付・メール（下記アドレス）
メール：chisho-k@city.komatsu.lg.jp
申込時間：月曜～土曜 9時～16時

抽選

基本 第2・4月曜 13:30～14:30
全17回（4/25～12月）

対象／親子５組（子供：小学生） 5月15日(日)10:00～11:30 全１回
※１１月西アフリカ編・２月シンガポール編開催予定。
詳細はＨＰ・広報等でご案内します。

対象／一般 7月2日(土) 10:00～11:30 全１回
定員／14人
※春夏野菜編は２月開催予定。詳細はＨＰ・広報等でご案内します。
電子申請サービスの
ご案内はこちら ▸

電話 22-5764
住所 小松市安宅町安宅林4-112
（西部地区体育館内）

申込開始：3月15日（火）
申込方法：原則窓口受付（電話申込可）
申込時間：火曜～土曜 9時～16時

歴史文化教室

ガーデニング教室

対象／一般 木曜 10:00～11:30
定員／20人 全5回（4/14～11月）

対象／一般 土曜 10:00～11:15
定員／10人 全4回（4/16～12月）

うたごえ教室

ノルディックウォーク教室

対象／一般 第2･4火曜 10:00～11:15
定員／20人 全18回（4/19～2月）

対象／一般 水曜 13:30～15:00
定員／20人 全12回（4/13～11月）

小松原大学

タブ(多文化)カフェ～世界の食体験～

はがきサイズの楽しい水彩画教室

星空ウォッチング

対象／一般 第3木曜 13:30～15:00
定員／20人 全8回(5/19～12月)

対象／一般 月1回(不定期)10:30～11:30
定員／15人 全8回(5/16～1月)

対象／一般 第1･3木曜 9:30～11:00
定員／12人 全12回（4/7～3月）

対象／小学生～一般
定員／各々20名
全2回（8月～11月）

目指せデジタルシニア 初めてのスマホ

ちぎり絵教室

体幹リフレッシュ教室

対象／一般 第2水曜(8月は第1水曜)10:00～11:30
定員／15人 全10回(5/11～2月)

対象／一般 月4回(曜日未定)10：00～11：30
定員／各6人 全12回(6月、9月、11月)

対象／一般 土曜 9:00～12:00
定員／7人 全5回（5/21～2月）

対象／一般 土曜 10:00～11:15
定員／10人 全10回 （4/9～1月）

バスピク～レガシー探訪～

バスピク 番外編 遊泉寺登山道を歩こう！

健康ヨーガ教室

元気はつらつ体操教室

対象／一般 A:火曜日 B:木曜日 基本午前中
定員／各15人 各6回(A・B共に初回は5/17～11月)

対象／一般
定員／10人

対象／一般 第1･3火曜 10:00～11:15
定員／18人 全20回（4/12～2月）

対象／一般 第2･4木曜 13:30～14:45
定員／25人 全20回 （4/14～2月）

のばそう！健康寿命

フレイル(虚弱)予防教室

10月頃
全1回

このパンフレットの情報は令和４年２月２２日現在のものです

抽選

家庭菜園講座（秋冬野菜編）

ゆったり太極拳

定員／15人
電話 24-5805
住所 小松市大川町三丁目102-5

姿勢改善！ゆるりヨガ

水彩画教室
第3火曜 13:30～15:30
全5回（5/17～9月）

募集期間：3月 14 日（月 ）～23日（水 ）
申込方法：こまつ電子申請サービス、電話、窓口
申込時間：毎日 10時～16 時

電話 23-2414
住所 小松市白江町ツ108-1
（第一地区コミュニティセンター内）

こども将棋教室

対象／小学生
定員／11人

第2火曜 13:30～15:00
全12回（412/～3月）

親子ものづくり教室

市立稚松公民館

●お住まいの地域に関わらず、どの教室にも申込できます。
市HP ▸
●受講料は、大人200円、子ども100円（1回あたり）です。
例）全10回の教室の場合 → 大人200円×10回＝2,000円（一括払い） ※欠席した分の払い戻しはありません
●「抽選」と記載のある公民館は、定員数を超えた講座は抽選となります。 ※定員に余裕がある講座は随時受付

第2・4金曜 10:00～11:00
全24回（4/8～3月）

対象／一般
定員／10人

対象／一般

‐令和４年度市立公民館生涯学習講座‐
お 知 ら せ

毎週水曜 10:00～11:30
全5回（5/11～6月）

対象／一般 土曜 10:00～11:30
定員／15名 全３回 ①７月 ②９月 ③１１月（バス研修）

対象／一般 ５月（土）9:30～11:30
定員／10名

学 び の と び ら

申込開始： 3月 15日（火）
電話 47-0342
申込方法：窓口またはﾒｰﾙ（下記アドレス）受付(電話可)
住所 小松市河田町ヌ32

先着順

このパンフレットの情報は令和４年２月２２日現在のものです

市立芦城公民館

抽選

募集期間：3月15日（火）～23日（水）
電話 21-6821
住所 小松市相生町11番地 申込方法：こまつ電子申請サービス・電話
窓口
（芦城センター内）

申込時間：火曜～日曜 10時～16時（3/22休館）

市立松陽公民館
電話 23-6585
住所 小松市大領町な66番地
(松陽地区体育館内)

ジュニア百人一首教室

健康寿命サポート教室

対象／小3～6生 第2・3・4土曜 9:30～12:00
定員／40人
全34回（4/9～3月）

対象／一般
定員／30人

ジュニア絵画教室

らくらくエアロビクス教室

対象／小学生
定員／12人

対象／一般
定員／30人

第１土曜 10:00～11:30
全10回（6/4～3月）

先着順

申込開始：３月１５日（火）
申込方法：窓口受付
申込時間：火曜～金曜 9時～16時

月3回木曜 13:10～14:20
全20回 (4/21～3月) 8,9,1,2月休み

基本第2・4水曜 10:00～11:15
全14回 (4/27～12月) 8月休み

親子ペーパークイリング教室

ピラティス教室

対象／小学生の親子 第3土曜 10:00～11:30
定員／5組10人 全5回（5/21～10月）8月休み

対象／一般
定員／25人

初めてのパソコン教室

コンディショニングサーキット教室

対象／一般
定員／11人

対象/一般 月１回木曜日10:00～ 第２・4金曜日13:00～
定員20人 全20回(4/22～12月) 8月休み

基本第1・3水曜 19:00～20:30
全16回（5/18～12月）

基本第1・3水曜 10:00～11:00
全14回 (4/13～12月) 8月休み

やさしいナイトピラティス

はじめてのヨガ教室

対象／一般女性
定員／12人

対象／一般
定員／20人

基本第1・3水曜 19:30～20:30
全12回（4/27～10月）

バランスボールエクササイズ

太極拳教室

対象／一般
定員／20人

対象／一般
定員／20人

基本第２・４金曜 11:00～12:00
全16回（4/22～12月）

第2・4火曜 9:30～10:30
全12回 (4/26～11月) 8月休み

基本第1・3金曜 13:15～14:45
全15回 (4/15～12月)8月休み

市立南部公民館
電話 43-3911
南部 小松市島町ヌ43
（南部図書館内）

先着順

申込開始：3月22日（火）
申込方法：窓口受付
申込時間：火曜～日曜 9時～17時

市立板津公民館
電話 23-7747
住所 小松市長田町ル146
（板津地区体育館内）

子ども絵画教室

リフレッシュ体操教室

対象／年長～小学2年 基本第1金曜 16:00～17:00
定員／10人
全6回（5/6～10月）

対象／シニア
定員／30人

書道教室

健康太極拳教室

対象／一般
定員／20人

基本第2・4土曜 13:30～14:45
全15回（5/14～12月）

対象／一般
定員／20人

月2～3回火曜 13:30～15:00
全20回（5/10～12月）8月休み

らくらくエアロビクス教室

対象／一般
定員／10人

対象／一般
定員／20人

健康ヨーガ教室

書道教室

対象／一般
定員／25人

対象／一般
定員／17人

基本第2・4水曜 10:00～11:00
全14回（5/11～12月） 8月休講

健康体操教室
対象／一般
定員／25人

基本第2・4木曜 13:30～14:45
全16回（5/12～3月）8,1,2月休み

基本第1・3水曜 9:30～11:30
全16回（5/11～3月）8,1月休み

リメイクハンドメイド教室
基本第2・4水曜 13:30～14:30
全14回（5/11～12月） 8月休講

対象／一般
定員／10人

笑いヨガ教室（笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせた有酸素運動）

水引教室

対象／一般
定員／20人

対象／一般
定員／10人

基本第1土曜 13:30～14:30
全5回（6/4～10月）

基本第1・3金曜 13:30～15:30
全6回（6/3～8月）

基本第4木曜 10:00～12:00
全6回（5/26～10月）

水彩画教室

親子deやらんけ～講座①夏休みサンドアート

楽しむ水彩画教室

水引教室

対象／小学生の親子 7/30土曜 10:00～11:30
定員／20人(10組) 全１回

対象／一般
定員／10人

対象／一般
定員／15人

親子deやらんけ～講座②ひな祭り飾り巻きずし

ガーデニング教室

プリザーブドフラワー・アーティシャルアレンジ教室

リラックスヨガ教室

対象／小学生の親子 2023/2/25土曜 10:00～12:00
定員／16人(8組) 全１回

対象／一般
定員／20人

対象／一般
定員／10人

対象／一般
定員／20人

Happyプラス講座①甘酒 麹をつかったお料理

カードマジック教室

かんたんスマホ教室

ノルディックウォーク教室

対象／一般 6/28火曜 10:00～12:30
定員／15人 全１回

対象／一般
定員／10人

対象／一般
定員／10人

対象／一般
定員／15人

Happyプラス講座②カメラマンが教えるスマホ撮影テク

気功体操教室

子ども手作り教室（今年はミニティッシュ入れを作ります）

ガーデニング教室

対象／一般 7/26火曜 10:00～11:30
定員／8人 全１回

対象／一般
定員／20人

対象／小学生
定員／15人

対象／一般
定員／10人

電子申請サービスの
ご案内はこちら ▸

基本第1・3火曜 13:30～15:30
全6回 (12/6～2月)

第3土曜 10:00～11:30
全5回 (5/21～12月) 7,8,9月休み

第2・4木曜 19:30～21:00
全6回 (5/12～7月)

第2水曜 13:00～14:00
全6回 (5/11～10月)

申込開始：3月29日（火）
申込方法：窓口受付（電話申込可）
申込時間：火曜～金曜 9時～16時

月2～3回金曜 10:00～11:30
全20回（5/6～3月）8,1,2月休み

生花教室（草月流）
基本第3水曜 14:00～15:30
全6回（5/18～12月） 8,10月休講

先着順

基本第3木曜 10:00～11:30
全5回（6/16～10月）

基本第1土曜 10:00～12:00
全5回（7/2～11月)

火・木曜 10:00～11:30
全5回（5/10.12.17.19.24）

8月27日（土）10:00～12:00
全1回

対象／一般
定員／10人

第3火曜 10:00～11:30
全5回（5/17～9月）

基本第3金曜 13:30～14:30
全6回（5/20～11月）8月休み

基本第4金曜 10:00～11:30
全6回（5/27～11月）8月休み

10:00～11:30
全2回（5/28・10/22）

親子ペットボトル花飾り教室

折り紙教室（来年の干支【兎】を作ります）

笑いヨガ教室

対象／幼児～小学生の親子 6/4(土) 10:00～11:00
定員／親子８組 全1回

対象／一般
定員／15人

対象／一般
定員／10人

11月24日（木）13:30～16:00
全1回

第3土曜 13:45～14:45
全5回（5/21～10月）8月休み

シニアのためのやさしい英語教室
対象／シニア
定員／10人

基本第1・3木曜 10:00～11:30
全8回（6/2～10月）8月休み

教室が
たくさん！

新たな学びに
チャレンジ！

