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学びのとびら
稚松公民館

☎24・5805

大川町三丁目102-5

申し込み　3月12日㈫から電話、FAX、窓口受付。月～土曜

9時～16時

対象／一般　第1月曜（5月は第2水曜）　10：00～11：30

定員／10人 全6回（5/8～11月）

小松市生涯学習情報
春です。

学びの一歩を

踏み出してみませんか。

2019 年度　市立公民館の講座

しんしんカフェ（レクリエーション） 心身ともにリフレッシュ

対象／一般 第1火曜　10：00～12：00

定員／25人 全6回（5/7～11月）

バスピク 乗りもののまち小松 ふるさと再発見

対象／一般 第2土曜 　10：00～11：30

定員／15人 全7回（5/11～11月）

塗り絵アート色鉛筆 楽しい大人の塗り絵

対象／一般 第3木曜　10：00～12：00

定員／15人 全6回（5/16～11月）

あれこれてづくりカフェ ハンドメイドで小物作り

対象／一般 第2・4火曜　13：30～15：00

定員／10人 全6回（9/10～11月）

ＥＥカフェ エンジョイ・イングリッシュ

対象／一般 第2金曜　10：00～13：00

定員／15人 全8回（5/10～12月）

Ｍ＆Ｗクッキングカフェ 男女で学ぶ食文化研究会

対象／一般 金曜　10：00～11：30

定員／15人 全8回（6/7～10月）

パソコン・スマホルーム IT時代に慣れよう

対象／一般女性 第2木曜　19：30～21：00

定員／10人 全7回（5/9～11月）

レディースカフェ 交流の場で美しい人生を

対象／一般 第4木曜　13：30～15：00

定員／30人 全7回（5/30～11月）

歴史文化教室 レガシー・現在・未来

対象／一般 第3火曜　10：00～11：30

定員／30人 全7回（5/14～12月）

小松原大学 小松の伝統 風土を学ぶ 生涯学習

芦城公民館
☎21・6821

相生町11（芦城センター内）

申し込み　3月12日㈫から窓口受付。火～日曜　9時～17時

対象／一般 第2・4水曜　13：15～14：15

定員／10人 全6回（4/10～6月）

身体メンテナンス教室 呼吸と姿勢と動作のエクササイズ

対象／一般女性 第2水曜　10：00～12：00

定員／10人 全5回（4/10～9月）8月休み

大人のときめき教室
顔ヨガ・水引・パーソナルカラー

布花コサージュ・製菓体験

対象／一般 第2・4火曜　 14：00～15：00

定員／10人 全10回（4/9～9月）8月休み

アンチエイジングヨガ教室 リンパの流れを促し代謝アップ

対象／一般 第2・4木曜　10：00～12：00

定員／10人 全6回（4/11～6月)

クラフトバンド教室 バックや小物入れ作り

対象／一般 第2・4水曜　19：00～20：30

定員／10人 全10回（4/10～9月）8月休み

初めてのパソコン教室 初心者さん大歓迎

対象／一般 第3土曜　10：00～12：00

定員／15人 全5回（4/20～9月）8月休み

花いろ教室

対象／一般 第4土曜　10：00～12：00

定員／20人 全5回（4/27～9月）8月休み

水引教室

対象／一般男性 第3日曜　10：00～12：00

定員／20人 全5回（4/21～9月）8月休み

男の料理教室

対象／小学生 第4日曜　10：00～11：30

定員／20人 全5回（4/28～9月）8月休み

ジュニア絵画教室 自由にのびのび感受性を育みましょう

対象／小3～6年 第2土曜（9月は第1）10：00～12：00

定員／15人 全5回（4/13～9月）8月休み

ジュニアわくわく教室 蕎麦打・似顔絵・生花・水引・茶道に挑戦

対象／小3～6年 第2・3・4土曜　9：30～12：00

定員／50人 全36回（4/13～3月）

ジュニア百人一首教室　 暗記力・集中力を高めます

松陽公民館
☎23・6585　大領町な66

（松陽地区体育館内）

申し込み　3月19日㈫から窓口受付。火～土曜　9時～17時

対象／一般 第1火曜 　14：00～15：30

定員／12人 全5回（6/4～10月)

水引き教室 （初心者）

対象／一般 第3土曜　10：00～11：30

定員／20人 全5回（5/18～12月) 7・8・9月休み

ガーデニング教室

対象／一般 第2月曜　13：30～15：00

定員／10人 全5回（5/13～10月) 8月休み

かんたん飾り巻き寿し作り教室

対象／一般 第1・3火曜　13：30～15：30

定員／10人 全6回（12/3～2月)

楽しむ水彩画教室

対象／一般 第1・3水曜 　13：30～15：30

定員／12人 全6回（6/5～8月)

手づくり教室 身近な素材を利用してかわいい小物作り

対象／一般 第1・3金曜　13：15～14：45

定員／30人 全18回（4/19～3月) 8・1・2月休み

太極拳教室

対象／一般 第2・4火曜　9：30～10：30

定員／25人 全10回（5/14～11月) 8月休み

はじめてのヨガ教室

対象／一般 第１木曜　10：00～11：00

定員／20人 第2・4金曜　13：00～14：00

 全20回（4/26～12月) 8月休み

かんたんコンディショニングサーキット教室

対象／一般 第1・3水曜　10：00～11：00

定員／40人 全12回（4/17～11月) 8月休み

ピラティス教室

対象／一般 第2・4水曜　10：00～11：15

定員／50人 全16回（4/24～3月) 8・1・2月休み

らくらくエアロビクス教室

対象／一般 第2・4火曜 　20：00～21：00

定員／25人 全12回（4/23～11月) 8月休み

やさしいエアロビクス教室

対象／65歳以上 月3回木曜　13：15～14：30

定員／60人 全23回（4/18～3月) 8・1・2月休み

シルバー健康体操教室

南部公民館
☎43・3911

島町ヌ43（南部図書館内）

申し込み　3月26日㈫から窓口受付。火～日曜　9時～17時

対象／一般　基本第4水曜（5月は第4金曜）　10：00～12：00

定員／15人 全6回（5/24～10月）

和紙ちぎり絵教室

対象／一般 基本第3木曜　9：30～11：30

定員／15人 全5回（6/20～10月）

水引教室

対象／一般 第1土曜　13：30～14：30

定員／20人 全5回（6/1～10月）

笑いヨガ教室

対象／一般 第1・3水曜　13：30～14：45

定員／25人 全16回（5/15～2月）8・1月休み

健康体操教室

対象／一般 第1・3水曜　10：00～11：00

定員／25人 全16回（5/15～2月）8・1月休み

健康ヨーガ教室

対象／一般男性 基本第3土曜　10：00～12：30

定員／15人 全5回（5/18～10月）

男の料理教室

対象／一般 基本毎週金曜　10：30～12：00

定員／10人 全5回（10/11～11月）

茶道体験教室

対象／一般 毎週火曜　10：00～12：00

定員／10人 全8回（10/1～11月）

着物着付け教室

対象／一般　基本第2水曜（5月は第4）　14：00～15：30

定員／10人 全6回（5/22～12月）

生花教室（草月流）

対象／一般 基本第2・4土曜　13：30～14：45

定員／20人 全15回（5/11～12月）

書道教室

対象／年長～小学2年 第1金曜（5月は第2）16：30～17：30

定員／14人 全8回（5/10～12月）

子ども絵画教室

お住まいの地域に関わらず、どの教室にも

申し込みできます（先着順）。
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第一公民館
☎23・2414　白江町ツ108-1

（第一コミセン内）

申し込み　3月17日㈰から窓口受付。毎日9時～17時

対象／一般 第2金曜　18：30～21：00

定員／10人 全5回（10/11～2月）

おもてなしクッキング 季節にあった簡単おもてなし

対象／一般 第2金曜　10：00～13：00

定員／10人 全6回（4/12～9月）

旬の食材で和・洋・中華クッキング

対象／一般 第2木曜　9：30～11：30

定員／10人 全6回（9/12～2月）

小さな“手まり”つくり（初心者）

対象／一般 第4水曜　10：00～11：30

定員／16人 全12回（4/24～3月）

大人のわくわくウクレレ教室（初心者）

対象／一般 第1・3月曜　10：00～11：30

定員／20人 全17回（4/15～12月）

ゆったり太極拳

対象／一般 第1・3火曜　9：30～10：30

定員／25人 全17回（4/16～12月）

健康体操＆ニュースポーツ

対象／一般 第4金曜　10：00～11：30

定員／20人 全12回（4/26～3月）

水彩画教室

対象／小学生 第3水曜　15：00～16：30

定員／20人 全12回（4/17～3月）

こども絵画教室

対象／小学3～6年生 第1・3土曜　9：30～11：30

定員／16人 全24回（4/6～3月）

こども将棋教室

安宅公民館
☎22・5764　安宅町安宅林

4-112（西部地区体育館内）国府公民館

申し込み　3月12日㈫から窓口受付。火～土曜　9時～16時

対象／一般 土曜　10：00～11：30

定員／12人 全10回（4/6～2月）

体幹リフレッシュ教室

対象／一般 木曜　10：00～11：30

定員／25人 全5回（5/23～11月）

わが家の生活・防災教室

対象／一般 水曜　13：30～15：00

定員／20人 全10回（4/24～10月）

ノルディックウォーク教室

対象／一般 第1・3火曜　10：00～11：30

定員／15人 全20回（4/16～2月）

健康ヨーガ教室

対象／一般 土曜　9：00～12：00

定員／10人 全5回（5/18～2月）

ちぎり絵教室

対象／一般 水曜　10：00～11：30

定員／25人 全5回（4/10～11月）

歴史文化教室

対象／一般 毎週水曜　10：00～11：30

定員／なし 全20回（4/10～3月）

初心者のための太極拳教室

対象／一般 第1・3木曜　9：30～11：00

定員／10人 全12回（4/4～3月）

はがきサイズの楽しい水彩画教室

対象／一般 第2・4火曜　10：00～11：30

定員／25人 全18回（4/9～3月）

うたごえ教室

ストラップ・ネックレスなどの
小物

対象／一般 第2・4木曜    9：30～11：00

定員／12人 全8回（4/11～7月）

書道教室

対象／一般 第2・4水曜　13：30～15：30

定員／10人 全12回（4/10～10月）

手づくり教室

対象／一般 第2・4火曜　13：30～15：00

定員／12人 全24回（4/9～3月）

絵手紙教室

松東公民館 ☎46・1433　長谷町49（ふれあい松東内）

申し込み　3月19日㈫から窓口受付。火～金曜　9時～16時

対象／一般 第2・4木曜    10：00～11：30

定員／15人 全10回（4/25～11月）

ノルディックウォーク教室

対象／一般 第2・4土曜　10：00～11：30

定員／20人 全24回（4/13～3月）

太極拳入門教室

対象／一般 月3回火曜　10：00～11：30

定員／20人 全24回（4/9～3月）

健康体操教室

申し込み　3月12日㈫から窓口受付。火～金曜　9時～16時

☎47・0342　河田町ヌ32

対象／小学生・親子・一般　　定員／20人

①（絵付けのみ）8/6、8/9　19：00～20：30

②（造形）6/22、6/29　（絵付け）9/7　19：00～

夏休み！陶芸親子絵付け教室、陶芸教室

対象／一般　　

定員／15人　　　全5回（5/26・8・10・12・3月開催予定）

フラワーデザイン講座

対象／一般　　　　　

定員／15～30人 全6回（4/25～12月予定）

大人の教養講座

対象／一般、中・高齢者　基本第2・4金曜10：00～11：00

定員／10人 全12回（4/26～12/13）8月は休み

導ヨガ教室

対象／一般 第1・3水曜　10：30～11：30

定員／15人 全24回（4/3～3月）

韓国語講座

対象／小・中学生 第2・4土曜　9：30～11：30

定員／10人 全24回（4/13～3月）

こども茶道教室

対象／小学生～一般 第3土曜　13：00～15：00

定員／10人 全12回（4/20～3月）

こども生け花教室

基本をマスターされている人向き

前期4月～7月・後期9月～12月予定

苔球・茶会・水引・歴史関連など

ハーバリウム・ガーデニングなど

板津公民館
☎23・7747　長田町ル146

（板津地区体育館内）

申し込み　3月12日㈫から窓口受付。火～金曜　9時～16時

対象／一般 第4金曜　10：00～11：30

定員／20人 全5回（4月～9月）

ノルディック ウォーク教室

対象／一般 第4金曜　13：00～14：15

定員／20人 全6回（4月～11月）

リラックスヨガ教室

対象／一般 第3火曜　10：00～11：30

定員／10人 全5回（5月～9月）

水彩画教室

対象／一般 第4木曜　10：00～12：00

定員／10人 全5回（5月～9月）

水引教室

対象／一般 第1・3金曜　13：30～15：30

定員／10人 全6回（6月～8月）

手づくり教室

対象／一般男性 第2日曜　10：00～12：30

定員／15人 全5回（5月～10月）

男の簡単料理教室

対象／一般 第1・3水曜　9：30～11：30

定員／19人 全16回（5/8～3月）

書道教室

対象／一般 第2・4木曜　13：30～14：45

定員／30人 全16回（4月～12月）

らくらくエアロビクス

対象／一般 月2～3回火曜　13：30～15：00

定員／30人 全24回（4/16～3月）

太極拳教室

対象／シニア 月2～3回金曜　10：00～11：30

定員／60人 全24回（4/19～3月）

リフレッシュ体操教室

2019年度  各種教室の受講生募集

こまつドーム教室

  受講料について　

大人200円、子供100円（1回当たり）　

例）全10回教室の場合→大人200円×

10回＝2,000円（一括払い）

※欠席した分の払い戻しはしません。

　掲載されていない教室もありますの

で市ホームページをご覧ください。

　詳細は各館にお問い合わせください。

申し込み　開始日に受講料を納めてく

ださい。

問　こまつドーム施設管理事務所　☎

43・1677

教室名 対象／定員 開始日 回数 曜日 時間 受講料

ズンバ 20人 5月7日 8回 火 10：30〜11：30 4,000円

エアロビクス 20人 5月7日 12回 火 13：30〜14：30 6,000円

ドームのうたごえ 45歳以上／35人 4月3日 12回 水 10：00〜11：30 3,000円

社交ダンス 15人 4月3日 12回 水 10：30〜11：30 7,200円

健康体操 50歳以上／35人 4月5日 14回 金 10：00〜11：00 3,500円

リズムボクシング 20人 4月2日 12回 火 19：30〜20：30 6,000円
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児童センター・児童館主催教室

千松閣教室（趣味の会）

小松市スポーツ少年団

※申し込みの時期は、各児童センター・児童館にお問い合わせください。

小松市ジュニアスポーツ教室

対象　市内在住の60歳以上の人及び障害者手

帳を持つ人

受講料　入館料100円と材料費

申し込み　いずれも先着順。千松閣　☎41・

1316

問　小松市スポーツ協会

☎23・5961

クラブ名 開催期間 曜日 時間 回数 定員 対象 受講料

北部
児童センター
☎24・6102

大島町丙42-3

こども書道 5/8〜2/26 第2･第4水 15：30〜16：45 20回 20人 年長〜小学2年 4,000円

少年少女テニス 5/4〜10/26 土  8：00〜10：00 24回 20人 小学3年〜中学3年 12,000円

英語であそぼう 5/18〜2/15 第3土 13：30〜14：30 10回 親子20組 年少、年中、年長 2,500円

東部
児童センター
☎47・2667

西軽海町4-99

トランポリンクラブ 5/16〜3月 木 15：30〜17：30 40回 50人 小学生 3,000円

茶道クラブ 5/11〜3月 第1土 10：00〜12：00 10回 20人 小学生 3,000円

タグラグビークラブ 5/11〜3月 第1・3土 ①13：30 ②15：00 20回 20人 小学生 2,000円

絵本とアレンジメント 5/18〜3月 第3土 10：00〜12：00 10回 15人 小学生 5,000円

英語で遊ぼうクラブ 5/27〜3月 第4月 16：00〜17：00 10回 20人 小学生 1,000円

すこやか広場 5/14〜3月 火 10：30〜11：30 40回 親子15組 幼児、保護者 1,000円

総合スポーツクラブ 5/11〜3月 土 10：00〜12：00 40回 20人 年長児、小学生 3,000円

西部
児童センター
☎22・3100
下牧町二34

手芸クラブ 5/8〜3月 第1水 15：30〜17：00 10回 5人 小学生 2,000円

英語クラブ 5/9〜3月 第2木 16：00〜17：00 10回 10人 小学生 1,000円

茶道クラブ 5/18〜3月 第3土 10：00〜11：30 10回 5人 小学生 2,000円

土曜クラブ 6/22〜3月 第4土 10：00〜12：00 8回 10人 小学生 2,000円

一輪車クラブ 5/10〜7月 隔週金 15：30〜16：15 6回 10人 小学生 無料

スポーツクラブ 9/6〜11月 隔週金 15：30〜16：15 6回 16人 小学生 無料

中央
児童センター
☎22・3363

大川町3-102-5

わくわく発見クラブ 6/15〜2月 第3土 13：30〜15：00 9回 20人 小学生 4,500円

えんぴつお絵かきクラブ 4/27〜10月 土 13：30〜15：00 6回 15人 小学生 2,600円

茶道・生け花クラブ 6/8〜3月 第2土 10：00〜12：00 8回 15人 小学生 6,400円

国際語学クラブ 5/21〜10月 第3火 16：30〜17：20 6回 20人 小学生 1,200円

ママ＆ベビー /キッズ 5/16〜12月 月（初回は木） 10：30〜11：30 8回 親子20組 幼児、保護者 700円

トランポリン＆一輪車 5/15〜3月 第1・3水 16：00〜17：00 24回 20人 小学生 無料
（要登録）碁将クラブ 5/8〜3月 第2・4水 15：30〜17：00 24回 10人 小学生

のしろ児童館
☎22・6430

北浅井町へ29

茶道クラブ 4/20〜3月 第3土 10：00〜12：00 12回 20人 小学生 300円/月

書道クラブ 4/27〜3月 第4土 10：00〜12：00 12回 20人 小学生 100円/月

ちびっこ広場 4/19〜3月 月・金 10：00〜11：30 70回 親子20組 幼児、保護者 100円/月

教室名 曜日 時間 定員

書道 木（月2回） 10：00〜12：00 30人

短歌 木（月1回） 13：00〜15：00 20人

花道 第4火 13：00〜15：00 20人

ミニぞうり作り 第2・4水 10：00〜12：00 10人

喜楽クラブ（手芸・体操・カラオケ） 第2日・第4土 10：00〜12：30 30人

折鶴の会 第2木 13：00〜15：00 10人

詩吟同好会 第2・3・4金 10：00〜11：30 10人

あざみの会 （歌謡舞踊） 第2・4水 13：00〜16：00 10人

囲碁クラブ 火 13：00〜16：30 10人

絵手紙の会 第1土 10：00〜12：00 10人

少年団名 曜日 代表者連絡先

剣
　
道

国府 火・木
坂上

☎21・7771

小松桜木剣

正会

火・水・

金

藤井

☎24・0354

九思剣友会
火・木・

金

松原　☎090・

9440・5100

野
　
球

向本折
火・水・

土・日

津村　☎090・

8969・6344

能美
火・木・

土・日

與羽　☎090・

9767・5397

荒屋
火・木・

土・日

石浦　☎090・

8703・7998

第一ベース

ボール

火・金・

土・日

吉田　☎090・

4683・6697

加賀八幡
水・木・

土・日

吉野　☎090・

4682・2172

稚松
月･木･金

･土・日

小林　☎080・

3042・3758

サ
ッ
カ
ー

符津
月・水・

土

吉田　☎090・

8965・0878

小松南部FC
火・水・

木・土

山口　☎090・

4326・9951

苗代
火・木・

土

大田　☎090・

5171・4542

串
水・金・

土

湊　 ☎080・

3740・8976

小松北
火・水・

土

徳田　☎090・

3294・9529

FCアレ グリ

ア小松

火・金・

土

宮田

☎21・0301

第一翼
月・水・

土

林　 ☎090・

8269・4662

コリナスJr．
月・金・

土

村中

☎47・4550

安宅FC 水・金
小松

☎27・0162

今江
月・水・

土

森田　☎090・

2127・5044

バ
レ
ー

今江ジュニ

ア

火・木・

土

森田　☎090・

2127・5044

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

小松荒屋ソ

フトテニス
土ほか

本多　☎090・

9446・4359

少
林
寺
拳
法

少林寺拳法

石川小松
土

中山　☎090・

3760・7688

空
手

武心会 金
水戸　☎080・

1966・7773

複
合

新星クラブ
第１･３ 

日

中田

☎43・1074

教室名
対象

（新学年）
ところ 曜日

入会金
（円）

会費（円）

トランポリン 小1〜中3

中海地区体育館 水

3,000
3カ月
5,000

ふれあい松東体育館 木

小松総合体育館
金

蓮代寺小学校

バ ス ケ ッ ト
ボール

小1〜小6
末広体育館 水・木 

－ 半年5,000
粟津小学校体育館 月・土 

バレーボール
男小1〜小6   

御幸中学校 火

2,000
月1,500

南部地区児童体育館 木

女小1〜小6   苗代小学校体育館 木・土 月2,500

ハンドボール 小1〜中3  小松市立高校体育館

金（小1 〜 3）

－

半年3,000
（小1 〜 3）

半年4,000
（小4以上）

月・金（小4 〜 6）

水（中女子）

バドミントン 小1〜中3

第一小学校体育館 水（小）

1,000

月1,200
（小）
月1,500
（中）

能美小学校体育館 土（小）

小松市武道館 さくらぎ体育室 毎日（中）

ソフトテニス 小3〜小6 末広テニスコート 土 2,000 月1,000

テニス 小1〜小6 日末蓮池公園テニスコート 土 2,000 1回500

ラグビー 小1〜高3
寺井高校体育館 月・木・金

－ 年3,000
翠ヶ丘運動公園（根上） 土・日

ゴルフ 小1〜高3 市内ゴルフ練習場 第2・4土 － 1回500

ソフトボール 小1〜中3 小松運動公園多目的広場 土 1,000 月1,000

カヌー 小3〜中3 木場潟カヌー競技場
土・日

3,000 年5,000
 火〜金（小5・6・中）

スキー 小3〜中3  大倉岳高原スキー場

水

3,000 年15,000土

日・祝

ボウリング 小1〜高3 百万石リゾートレーン 月 － 月2,000

合気道 小4〜高3  小松市武道館 柔道場 月・水・金 2,000 月2,000

柔道 小1〜高3 小松市武道館 柔道場
火・木

1,000 月2,000
土

空手道 小1〜中3
小松市武道館 さくらぎ体育室 火・木・土

－ 月2,000
ふれあい松東体育館 火・金

なぎなた 小1〜高3 小松市武道館 剣道場 木 － 年5,000

弓道 中1〜中2 小松市武道館 弓道場 月・木 － 年5,000

カンフー 小1〜小4 荒屋小学校体育館 水 2,000 月2,000

少林寺拳法 小1〜高3

上小松町梯道場
火・木

－ 月2,000
土

島町第二会館 木・土

小松市武道館 さくらぎ体育室 月・金

アーチェリー 小5〜中3 小松サン・アビリティーズ 水 1,000 半年2,000

卓球 小4〜中1  
苗代小学校講堂 火・金

－ 年10,000
小松市武道館 さくらぎ体育室 水

陸上
競技

短距離 小5〜中3 
末広陸上競技場

土 － 年10,000

マラソン 小2〜高3 土 3,000 年10,000

飛込 小1〜中3 小松屋内・末広屋外水泳プール 月〜土・祝 － 必要経費

体操 小1〜小6 木場潟スポーツ研修センター 火 2,000 月2,000


