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終了
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熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 華道 嵯峨御流光峰会 馬酔光峰 第2･4(火) 9：30 13：00

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 華道 嵯峨御流光峰会 馬酔光峰 第3(日) 10：00 14：00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 華道 華道池坊の会 - 毎週（水） 16:00 17:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 華道 華道家元池坊
新南陽支部

- 第2（木） 9:00 12:00

徳山 小畑市民センター 0834-63-9280 華道 お花クラブ（池坊）
＊同好会

会員相互
第１（月）
第３（月）

13:00 15:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 華道 お花の会  (生花） 重國清子 第4（土） 13:00 14:00

徳山 岐山市民センター 0834-22-8876 華道 生花（池坊） 河野武子 第１・３（水） 9:00 12:00

徳山 櫛浜市民センター 0834-25-0555 華道 華道クラブ 古川妙子 第１・３（金） 13:00 16:00

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 華道 生花（池坊） 高畠真弓 第１・３(水） 9:00 11:00

徳山 桜木市民センター 0834-28-5973 華道 生花　華陽会 - 第１・３（火） 13:00 15:00

徳山
市民文化教室
【会場：シビック交流セ
ンター】

周南文化協会
事務局

0834-22-8190
【火～土曜日の

み受付】

華道
草月流いけばな教室
（草月流のいけばなの基
本から創造のいけばな ま
で幅広く学びます。）

藤井苑幸 第２・４（土） 18:00 20:00

徳山 周陽市民センター 0834-28-6515 華道 草月流いけばな
（大人・中学生以上）

見谷多喜江 第3（日） 15:00 17:00

徳山 周陽市民センター 0834-28-6515 華道 草月流いけばな
（大人・中学生以上）

見谷多喜江 第4（土） 15:00 17:00

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 華道 華道池坊 床波美保子 第１・３（水） 9:30 11:30

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 華道 華道小原 木下八重子 第１・３（木） 9:30 11:30

徳山 尚白園 0834-22-8863 華道 生花（池坊） 中村八重子 第２・４（火） 10:00 12:00

徳山 長穂市民センター 0834-88-0401 華道 生花教室（小原流） 木下晴雲 月３回（木） 19:00 21:00

徳山 東福祉館 0834-25-1513 華道 生花 津守時江 第２・４（月） 13:00 13:30

鹿野 コアプラザかの 0834-68-2094 茶道 文化の会 杉村洋子 毎月１回（木） 9:30 13:00

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 茶道 光峰会（お茶） - 第１（金） 9：30 13：00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 茶道 茶道裏千家みどり会 - 第1・2・4（火） 9:30 15:30

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 茶道 裏千家淡交会周防支部
徳山支所花月会

- 第1（日） 11:30 17:00

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 茶道 茶道（裏千家）Ａ 清水宗宏 第2・4（金） 19:00 21:00

徳山 大島市民センター 0834-84-0310 茶道 茶道教室 伊藤宗喜 第１・３（金） 10:00 12:00

徳山 岐山市民センター 0834-22-8876 茶道 茶道（裏千家） 床波美保子 第２・３（木） 13:30 15:30

徳山 櫛浜市民センター 0834-25-0555 茶道 茶道（表千家） 高松彌生 第２・４（土） 13:00 17:00

徳山 櫛浜市民センター 0834-25-0555 茶道 茶道（裏千家） 高橋宗智 第２・４（土） 9:00 12:00

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 茶道 茶道（裏千家） 大片恵美子 第１・３(月） 13:00 15:00

徳山 桜木市民センター 0834-28-5973 茶道 茶道教室（裏千家） 河村登代子 第１・３（火） 13:00 17:00

徳山 周陽市民センター 0834-28-6515 茶道 茶道(裏千家) 村田宗女 第2（金） 18:30 20:00



地区名 会場 問合先 ジャンル 講座名 講師名 開催日
開始
時間

終了
時間

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 茶道 茶道(裏千家） 小澤宗妙 第２・４（木） 9:30 11:30

徳山 遠石市民センター 0834-22-0442 茶道 裏千家茶道 河本英子 第１・３（金） 13:00 16:00

徳山 尚白園 0834-22-8863 茶道 茶道 同好会 第１・３（水） 10:00 15:00

徳山 東福祉館 0834-25-1513 茶道 茶道（表千家） 同好会 第１・３（水） 10:00 12:00

新南陽 川崎会館 0834-63-2501 お茶 お茶
(日本茶・紅茶・中国茶）

小出禎子
5/10・7/12・
9/13・11/8・
1/10・3/14（火）

10:00 11:30

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 着付け 着物サークル - 第2・3（木） 10：00 12：00

徳山 今宿市民センター 0834-22-8877 着付け 着付け教室 坂本明美 第２・４（水） 19:00 21:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 着付け わび会（着付け） 竹内幸江 毎週(月) 13:00 17:00

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 着付け 着物同好会 自主講座 第２・４（火） 9:30 12:00

徳山 尚白園 0834-22-8863 着付け 着付け 藤井智恵 第１・３（火） 10:00 15:00

徳山 夜市市民センター 0834-62-2707 着付け 着物同好会 - 毎週（木） 10:00 17:00


