
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

鹿野 コアプラザかの 0834-68-2094 大正琴 愛好会 - 第１・３（月） 13:00 15:00

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 大正琴 大正琴（たんぽぽ） 藤井照美 第1・3(月) 9:30 11:30

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 大正琴 大正琴（もみじの会） 常森園代 第2･4(木) 9：30 11：30

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 大正琴 大正琴（福寿草） 常森園代 第2･4(金) 9：00 11:30

熊毛 鶴いこいの里交流センター 0833-92-0003 大正琴 大正琴（カトレヤ会） - 第１・３月曜日 13:00 17:00

熊毛 ゆめプラザ熊毛 0833-92-0002 大正琴 愛好会 - 第１・3(水) 9:00 15:00

熊毛 ゆめプラザ熊毛 0833-92-0002 大正琴 さつき会 - 第2・4(水) 12:30 15:30

新南陽 川崎会館 0834-63-2501 大正琴 大正琴 井上明子 第２・４（木） 13:00 15:00

新南陽 新南陽ふれあいセンター 0834-63-5000 大正琴 大正琴つくしの会 - 毎週（金） 13:00 16:15

新南陽 新南陽ふれあいセンター 0834-63-5000 大正琴 大正琴みなみの会 - 第１・３（金） 10:00 12:30

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 大正琴 大正琴アソシエ 高橋徹 第２・４（木） 9:00 12:00

徳山 大道理夢求の里交流館 0834-88-1830 大正琴 大正琴「あじさい」 江村茂 第２・４（木） 9:30 11:30

徳山 大向市民センター 0834-88-0312 大正琴 大正琴 井上裕太郎 第２・４（金） 10:00 11:30

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 大正琴 琴千代会 井上明子 第2・4(水) 10:00 11:00

徳山 櫛浜市民センター 0834-25-0555 大正琴 大正琴（琴凌流） 井上裕太郎 第１・３（木） 10:00 12:00

徳山 四熊市民センター 0834-63-0108 大正琴 大正琴教室Ａ 井上明子 第１・３（木） 10:00 11:30

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 大正琴 大正琴 正木美智子 第１（月） 10:00 11:30

徳山 遠石市民センター 0834-22-0442 大正琴 大正琴 梅本敏江 第２・４（木） 10:00 12:00

徳山 中須市民センター 0834-89-0301 大正琴 大正琴 井上裕太郎 第１・３（水） 13:00 14:30

徳山 湯野市民センター 0834-83-2002 大正琴 大正琴 福田勢津子 第２・４（金） 13:30 15:30

徳山 岐山市民センター 0834-22-8876 琴 琴 岡弘稔子 第１･２･３（水） 9:00 12:00

徳山 櫛浜市民センター 0834-25-0555 琴 琴（筑紫流） - 第１・３（火） 12:30 16:00

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 琴 琴（萩の会） 萩山弘美 第１・２（土） 14:00 16:00

徳山 桜木市民センター 0834-28-5973 琴 琴音会 中谷弘子 第４（金） 9:00 12:00

徳山 遠石市民センター 0834-22-0442 琴 琴 岡弘歌寿代 第２・４（火） 10:00 12:00

徳山 今宿市民センター 0834-22-8877 尺八 竹勇会（尺八教室） 手嶋嗣明 第２・４（火） 19:00 21:00

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 三味線 三味線同好会 中野千代子 第１・３（土） 13:00 15:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 三味線 三味線の会 中村八重子 第2・4（月） 13:00 16:00

徳山 久米老人憩の家
0834-25-1513
（東福祉館） 三味線 三味線 山崎幸枝 第２・４（火） 13:30 15:30

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 三味線 さざ波会 井上禮子 第１（日） 9:30 12:00

徳山 尚白園 0834-22-8863 三味線 民謡会 同好会 第１（月） 13:30 15:30

熊毛 三丘市民センター 0833-92-0177 太鼓 安田夢太鼓　【太鼓】 -
第２・４(日)
※8,9,10月

18:00 20:00
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熊毛 三丘市民センター 0833-92-0177 太鼓 熊毛アフリカ音頭 - 第１、３（日） 13:00 17:00

新南陽 新南陽ふれあいセンター 0834-63-5000 太鼓 なんよう太鼓保存会 - 第２～５（木） 18:30 20:00

徳山 久米老人憩の家
0834-25-1513
（東福祉館） 銭太鼓 銭太鼓 山崎幸枝 第２（水） 10:00 12:00

徳山 桜木市民センター 0834-28-5973 銭太鼓 幸之会・銭太鼓 山崎幸枝 第１・３（水） 13:30 15:30

徳山 四熊市民センター 0834-63-0108 銭太鼓 銭太鼓体操 山崎幸枝 第２・４（火） 9:30 11:30

徳山 戸田市民センター 0834-83-2001 銭太鼓 銭太鼓　昇仙会 山崎幸枝 第１・３（金） 10:00 12:00

徳山 須々万市民センター 別館 0834-88-0001
(須々万市民センター) 銭太鼓 沼城銭太鼓 山崎幸枝 第１･３月曜日 13:30 15:30

熊毛 高水市民センター 0833-92-0173 民謡 民の会 - 第２・４（火） 13:00 16:00

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 民謡 広佳・秋月会 － 第２・４（月） 13:00 16:00

徳山 桜木市民センター 0834-28-5973 民謡 民謡　幸之会 山崎幸枝 第１・３（土） 13:00 16:00

徳山 東福祉館 0834-25-1513 民謡 民謡教室 同好会 第１・３（金） 10:00 12:00

鹿野 コアプラザかの 0834-68-2094 詩吟・吟詠 詩吟（錦城流） 山元錦城 第２・３（火） 18:00 20:00

熊毛 大河内市民センター 0833-92-0175 詩吟・吟詠 大河内詩吟の会 - 毎週（水） 14:00 16:00

熊毛 ゆめプラザ熊毛 0833-92-0002 詩吟・吟詠 詩吟の会 - 第3(土) 13:30 15:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 詩吟・吟詠
峯誠吟詠会　新南陽支
部

- 毎週（土） 12:30 15:00

徳山 今宿市民センター 0834-22-8877 詩吟・吟詠 寄元吟詠教室 寄元弘子 第１～４（水） 10:00 12:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 詩吟・吟詠
詩吟朗詠錦城会
菊川教場

山本勘助 第1・2・3・4（火） 17:30 19:30

徳山
菊川市民センター
富岡分館

0834-62-2801
（菊川市民センター) 詩吟・吟詠

詩吟朗詠錦城会
富岡教室

井上正樹 毎週（水) 9:00 12:00

徳山 岐山市民センター 0834-22-8876 詩吟・吟詠 詩吟（岳誠会） 杉村征治 第１･２・４（木） 13:30 15:30

徳山 岐山市民センター 0834-22-8876 詩吟・吟詠 詩吟(鴻峯吟詠) 中杉忠則 第１･２･３（木） 19:00 21:00

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 詩吟・吟詠 詩吟（葉柳） 吉賀健治 毎週（水） 13:00 14:00

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 詩吟・吟詠 詩吟（さくら） 橋本洋二 毎週（金） 14:00 16:00

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 詩吟・吟詠 詩吟（あずさ） 吉賀健治 毎週（水） 14:00 15:30

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 詩吟・吟詠 詩吟･吟舞 窪田耕治 毎週（水） 19:00 21:00

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 詩吟・吟詠 錦城流（詩吟） 同好会 第２（土） 13:30 15:30

徳山 桜木市民センター 0834-28-5973 詩吟・吟詠 錦城流詩舞 西川多恵 第３（火） 13:00 17:00

徳山 周陽市民センター 0834-28-6515 詩吟・吟詠 詩吟朗詠錦城流 山本城勘 第1・2・3・4（火） 9:30 11:30

徳山 周陽市民センター 0834-28-6515 詩吟・吟詠 峯誠吟詠会 橋本洋二 第1・2・3・4（火） 14:00 16:00

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 詩吟・吟詠 詩吟鴬風流周防会 三戸淨風 第１～４（土） 19:00 21:00

徳山 遠石市民センター 0834-22-0442 詩吟・吟詠 詩吟（神心流） 徳毛裕之 毎週（木） 13:00 15:00

徳山 遠石市民センター 0834-22-0442 詩吟・吟詠 詩吟（誠抄吟詠会） 寄元弘子 毎週（木） 9:30 11:30

徳山 夜市市民センター 0834-62-2707 詩吟・吟詠 詩吟教室 三浦城孝 第１・２・３・４（金） 14:00 16:00
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熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 謡曲 岳謡会 - 毎週(月) 13：00 17:00

徳山 櫛浜市民センター 0834-25-0555 謡曲 櫛浜謡曲会
浴野達宏
吉本健一

第１・３（火） 9:00 12:00

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 邦楽 あざみの会 - 第4(金） 10：00 12：00

熊毛 大河内市民センター 0833-92-0175 カラオケ ひまわりカラオケ愛好会
（ボランティア活動）

- 毎週（月） 13:00 16:00

熊毛 大河内市民センター 0833-92-0175 カラオケ あじさい会カラオケ愛好会 - 第２・４（火） 13:30 15:30

熊毛 ゆめプラザ熊毛 0833-92-0002 カラオケ すずめ歌謡教室 - 第1・2・3(水) 13:00 16:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 カラオケ 新南陽公民館歌謡教室 - 毎週（木） 12:00 16:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 カラオケ 富田温知教室 -
毎週（日）
※第５（日）は除く

13:00 15:30

新南陽 和田市民センター 0834-67-2069 カラオケ 音響と歌謡クラブ（SSC） - 毎月第３（土） 17:00 20:00

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 カラオケ いづつカラオケ教室 井筒美代子 第１・３（木） 19:30 21:30

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 カラオケ カラオケしらゆり会 浅海光正 第１･２･３（金） 19:30 21:30

徳山 今宿市民センター 0834-22-8877 カラオケ 今宿カラオケ教室 重岡薫 第１～３（金） 13:00 15:00

徳山 今宿市民センター 0834-22-8877 カラオケ 悠々カラオケ 原たかし 第１～４（火） 13:30 15:30

徳山
今宿市民センター
西松原分館

0834-22-8877
(今宿市民センター） カラオケ カラオケ教室いづつ 井筒美代子 第２・４（水） 18:30 20:30

徳山 大島市民センター 0834-84-0310 カラオケ 大島カラオケ同好会 - 毎週（金） 19:00 22:00

徳山
菊川市民センター
加見分館

0834-62-2801
（菊川市民センター) カラオケ 菊川ネブカ会 井筒美代子

第2（火）
毎週（火）

第2(火)
18：30
毎週
(火)
15：00

第2(火)
21：30
毎週
(火)
18：00

徳山
菊川市民センター
富岡分館

0834-62-2801
（菊川市民センター) カラオケ NAK富岡カラオケ教室 浅野美代子 第1・2・3・4(金) 9:00 12:00

徳山 櫛浜市民センター 0834-25-0555 カラオケ 春の会（カラオケ）         - 第２・４（月） 13:00 16:00

徳山 久米老人憩の家
0834-25-1513
（東福祉館） カラオケ カラオケ 井筒美代子 第１・３（月） 13:30 16:00

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 カラオケ 中央歌謡教室（午前） 井筒美代子 第２・４（月） 10:00 12:00

徳山 遠石市民センター 0834-22-0442 カラオケ 歌謡 井筒美代子 第１・３（月） 10:00 12:00

徳山 戸田市民センター 0834-83-2001 カラオケ 桜田カラオケ教室 小野明 第２・４（火） 15:00 18:00

徳山 夜市市民センター 0834-62-2707 カラオケ 若山歌謡教室 長棟嘉弘 第１・２・３・４（月） 20:00 22:00

徳山 須々万市民センター 別館 0834-88-0001
(須々万市民センター) カラオケ ひばり歌謡同好会 松村育美 第１･２･３火曜日 13:30 15:30

徳山 粭島市民センター 0834-84-0312 カラオケ おんち教室 長棟善弘 第１・３（月） 14:00 16:00

熊毛 三丘市民センター 0833-92-0177 コーラス 童謡の会 - 第１・３（木） 13:30 15:30

熊毛 ゆめプラザ熊毛 0833-92-0002 コーラス 混声くまげ「if」 - 毎週（金） 18:30 21:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 コーラス ハミングバード - 毎週（月） 9:00 13:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 コーラス ペパーミント - 毎週（火） 9:00 13:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 コーラス コールひまわり - 毎週（水） 18:30 21:30

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 コーラス 中央女声合唱団 - 毎週（水） 9:00 12:00



地区名 会場 問合先 ジャンル 講座名 講師名 開催日
開始
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新南陽 和田市民センター 0834-67-2069 コーラス 和田コーラス - 第1・3（月） 19:30 21:00

徳山 今宿市民センター 0834-22-8877 コーラス たんぽぽの会（童謡の会） 桑名涼子 第１～４（木） 10:00 11:30

徳山 小畑市民センター 0834-63-9280 コーラス ペパーミント
女性コーラス

村谷佐保子
月（１回～２回）
火曜日

9:00 12:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 コーラス ペパーミント 村谷佐保子 第1・3・5(火） 9:00 12:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 コーラス 中央女性合唱団 河村信二 第1・3・5(水） 9:30 12:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 コーラス ハミングバード 村谷佐保子 第2・4・5(月） 9:00 12:00

徳山 周陽市民センター 0834-28-6515 コーラス コーラス
(周陽ラヴィアンローズ)

東村由美子 第2・4（火） 13:00 14:30

徳山 周陽市民センター 0834-28-6515 コーラス ゴスペルコーラス
(ア・グランクール)

植木浩子 第1・2・3・4（金） 20:00 22:00

徳山 須々万市民センター 0834-88-0001 コーラス ふれあい歌の会 石田美代子 第４水曜日 10:00 12:00

徳山 尚白園 0834-22-8863 コーラス 童謡を歌う会 同好会 第３（土） 10:00 11:00

徳山 戸田市民センター 0834-83-2001 コーラス 童謡　赤トンボ -
①第１（火）
②第３（火）

①9：30
②13：00

①11：00
②14：30

徳山 湯野市民センター 0834-83-2002 コーラス ゆの華コーラス 福田勢津子 第１・３（木） 13:30 15:30

徳山 今宿市民センター 0834-22-8877 クラシックギター クラシックギター教室 吉原忠好 第１～４（金） 18:00 20:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 マンドリン 駒菊マンドリンクラブ 深町修 毎週(金) 12:00 16:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 マンドリン 菊川マンドリンクラブ - 毎週（日） 9:30 11:30

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 ウクレレ ウクレレ・ファミリー - 第2・4（火） 13:00 16:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 ウクレレ ウクレレ同好会 - 毎週（金） 9:00 12:00

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 ウクレレ ウクレレを楽しむ会Ａ（初心者） 岡成崇 第１・３（火） 9:50 10:50

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 ウクレレ ウクレレを楽しむ会B（経験者） 岡成崇 第１・３（火） 11:00 12:00

熊毛 勝間市民センター 0833-92-0043 軽音楽 歌声キャラバン - 第2・4(水) 13：00 15：30

熊毛 三丘市民センター 0833-92-0177 軽音楽 クレインズ - 毎週（木） 18:00 21:00

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 軽音楽 エデナ・ハワイアンズ - 毎週（月） 18:00 21:30

新南陽 学び・交流プラザ 0834-63-1188 軽音楽 周南AMC - 毎週（日） 9:00 4:00

徳山 須々万市民センター 別館 0834-88-0001
(須々万市民センター) 軽音楽 須々万ジャズ同好会 井上博喜 毎週金曜日 12:30 16:00

熊毛 ゆめプラザ熊毛 0833-92-0002 器楽 熊毛ふれあい音楽教室
（障がい者のための音楽教室）

- 第1・3（土） 9:00 13:00

徳山 菊川市民センター 0834-62-2801 器楽 音楽探究会 - 第2・4（水） 10:00 12:00

熊毛 大河内市民センター 0833-92-0175 吹奏楽 ぴよぴよぶらす - 毎週（火） 9:00 12:00

新南陽 新南陽ふれあいセンター 0834-63-5000 吹奏楽 しんなんよう吹奏楽倶楽部 - 毎週（火） 19:00 21:45

徳山 久米市民センター 0834-29-0451 ハンドベル ハンドベル 花田真美 毎週（金） 10:00 12:00

熊毛 三丘市民センター 0833-92-0177 オカリナ オカリナ教室 - 第2、４（木） 9:00 10:00

新南陽 新南陽ふれあいセンター 0834-63-5000 オカリナ オカリナクラブつくしの会 - 第１・３（木） 13:30 15:30

徳山 秋月市民センター 0834-28-5317 オカリナ オカリナ周南同好会（秋月） 井上光男 第１･２･３（水） 19:00 21:00



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 久米市民センター 0834-29-0451 オカリナ オカリナクラブ 井上明子 第１・３（月） 10:00 11:30

徳山 中央地区市民センター 0834-22-8875 オカリナ オカリナ 井上光男 第1～4（火） 19:00 21:00

徳山 尚白園 0834-22-8863 オカリナ オカリナ 同好会 第２．３．４（火) 19:00 22:00

徳山 桜木市民センター 0834-28-5973 ハーモニカ ハーモニカサークル         - 第２・４（土） 10:00 11:30


