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詳しくは
裏面をご確認ください。

活動のＰＲをしませんか？

夜ヨガ教室スタート☆

３月の山の会の活動

紹介文や活動写真募集中！

カワイ体育教室（体育・新体操）

白水体育館

幼児クラス 16:30～17:30
児童クラス 17:30～18:30

学童軟式野球クラブ

18:00～19:30

白水運動公園(雨天時:白水体育館)

◎◎

17:00～18:30

サッカークラブ

年中～小3 18:00～19:00

白水運動公園

小4~6・中学生 18:30～20:30

◎

小～中学生 18:00～19:00

白水運動公園(雨天:中学校体育館)

一般 19:00～20:00

タヒチアンダンス

第１～３ 17:30～18:30

⾧陽中央公民館（第１研）

講師:舩嶋里江先生

フラダンス

16:00～18:00

⾧陽中央公民館

講師:浅尾 理絵先生
㊍

夜ヨガ

白水温泉瑠璃（集会室）

20:00～21:00

◎

クノンボール健康体操教室

⾧陽中央公民館（第１研）

第1~４ 10:00～11:00

◎

⾧陽中央公民館（第１研）

第１～３ 14:15～15:30

らくらく健康ヨガ教室

⾧陽中央公民館（第１研）

◎

◎
講師:村岡 章子先生

講師:佐藤澄子先生

講師:磯貝 由貴子先生

マインドフルネス＆リンパストレッチ

第1・3 17:45～18:45

⾧陽中央公民館（第１研）

◎

講師:園田 眞由美先生

16:00～

旧久木野庁舎駐車場集合

ウォーキング◎

元気もんウォーク「山の会」◎

※詳細は横山直美さん
(090-8883-1773)まで

童謡・唱歌教室

第４ 10:00～11:00

講師:小佐井 浩子先生
⾧陽中央公民館（第２研）

ハーブ教室◎ 講師:坂口愛子先生

ママホットガーデン

第４ 14:00～15:30

油絵教室 講師:中尾和弘先生

アトリエだんだん

第２・４ 10:00～12:00
19:00～21:00

親子油絵教室

◎

講師:中尾和弘先生

アトリエだんだん

第３ 10:00～12:00

小学校放課後油絵教室◎
講師:中尾和弘先生

久木野総合センター（和室）

放課後～

コントラクトブリッジ同好会

白水保健センター

第２・４ 13:30～16:30

◎

パソコン教室◎
⾧陽中央公民館（第２研）

第２・４ 時間は各コースごと

縫いぬいクラブ◎

講師:パソコン教室なごみ

https://clubminamiaso.org info@clubminamiaso.org

R3

アンサンブル◎
⾧陽中央公民館（第１研）

10:00～12:00

陸上競技クラブ

会員更新受付中！

更新される方は、３月中旬頃までには
更新手続きを済ませて頂きますよう

お願い致します。 なお、退会または休会さ
れる方は必ず事務局まで申し出てください。
退会される方は、退会届の提出と会員証の返
却をお願い致します。休会される方は休会届
をお願いいたします。休会の場合は年会費の
支払いは不要です。退会し、新たに入会する
場合は、新規入会となり、再度入会金が必要

となりますのでご注意下さい。
ご不明な点がございましたら、
事務局までお問合せ下さい。

（河陰3617-2)
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㊌

（河陰3532-20)
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㊐
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㊊
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◎

第１～３ 20:00～21:00

◎
⾧陽中央公民館（第１研）

講師:舩嶋里江先生

㊊

㊋

ゆるっとひだまりば◎
講師:浅尾理絵先生

㊋

㊌

やさしいハタヨガ◎
講師:浅尾理絵先生

10:00～11:15㊋
白水保健センター

㊊ 第１～３ 10:00～12:00㊍

㊎

古典フラ
講師:岡山 睦子先生
⾧陽中央公民館（第１研）

㊍

３B体操教室◎

第４ 19:30～21:00

◎

㊍

各プログラム 参加者いつでも募集中!
※状況により、プログラムの中止や変更があります

日頃の活動の様子をお知らせしたり
来年度に向けて新しい仲間の募集など
それぞれのプログラムのＰＲをしませんか？
クラブ通信や、ＳＮＳ、広報などで
ご案内していきます。詳しくは事務局まで。

new

夜ヨガ教室 ２０２１年２月よりスタート

「阿蘇白水温泉 瑠璃」にて夜ヨガを始めました。
１日の疲れをほぐして安眠につながるよう ヨガの呼吸法やアーサ（ポーズ）を行います。

身体が硬い方やヨガ初心者の方も 無理のないやさしい講座です。
若い方からご高齢の方まで男女問わず、 どなたでも安心してご参加いただけます。

【日 時】 毎週月曜日 午後８時～９時
【場 所】 阿蘇白水温泉「瑠璃」 集会室（みやまきりしま）
【参加費】 ＊クラブ南阿蘇会員：1,200 円／回

＊非会員 温泉利用客の方も OK：1,500 円／回

【持参品】 ヨガマット（貸出有り） 動きやすい服装、飲み物
【講 師】「ひだまり Yoga 南阿蘇」浅尾先生 お申し込みは事務局まで。

おことの歴史はとても古く、日本の伝統楽器として先人より伝えられ、世界に認められています。
心にしみる、とても豊かな音色が楽しめます。
皆さんもぜひこの機会に、おことを体験してみませんか！ お気軽にご参加ください。

元気もんウォーク
「山の会」

「子ども おこと教室」はじめます♪ new

「子ども おこと教室」３月体験 ４月から開講です！

≪開講 ４月３日スタート！ ≫

【日 時】第１・３土曜日 午後２時～午後４時
【月 謝】2,000円（クラブ南阿蘇入会必須）
【場 所・対象・講師】上記に同じ

【場 所】久木野総合センター 和室
【日 時】３月２０日（土）午後２時～午後４時
【対 象】小学生・中学生 定員１５名
【講 師】沢井箏曲院 吉田 佳世

≪一日体験講座を開催します！≫ ※体験無料

3/15 ９:００集合

⾧陽中央公民館集合

⾧陽中央公民館

10:00～15:00㊌

8月25日に熊本県立劇場コンサートホールで
『くまもと子ども芸術祭２０２１』が
開催される予定です。
8月の出演発表を目標に練習していきます。
発表に向けて練習できる参加者を募集します。
（8月以降も年間を通してレッスンいたします）

《お知らせ》事務職員の甲斐は

２月末をもって退職となりました。

今後は理事としてクラブに関わって頂く

ことになりましたのでご報告致します。

（甲斐より）

短い期間でしたがたくさんの学びや

経験を頂きありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します

阿蘇は野焼きの季節です。

野焼後の真っ黒な草原に、ぽつんぽつんと

黄スミレが咲いてるのを見つけると

春が来た～と喜びを感じます。

皆さんはどような時に、

南阿蘇の春を感じますか？

プログラムの
活動時間順に
掲載しています



南阿蘇オーガニックカフェ

ＡＳＯＢＩＯ

南阿蘇オーガニック(株)

賛助会員募集中！

元気もんウォーク「山の会」第10回 ３月登山

行程
⾧陽中央公民館

↓
草千里駐車場

↓トイレ休憩あり
杵島岳登山口分岐

↓
古御池火口群分岐

↓
杵島・往生分岐

↓
往生岳

昼食
↓

杵島・往生分岐
↓

杵島岳山頂
↓小休止

草千里
解散

※別途草千里駐車場料金がかかります

写真提供： 矢野均さん

南阿蘇の自然の中で
本物の美味しさを。

０５０-５５９５-８３６６

（河陰５４６－４）

賛助会員とは…
法人やその他の会員制組織において
事業への賛同の意を表する意味で

入会・登録する会員。
運営・実行には直接関与せず

入会金・賛助会費によって組織を支援する。
（＊クラブ南阿蘇ＨＰ・クラブ南阿蘇通信

で紹介させていただきます）

パソコン教室
なごみ

受講生募集中！

同じことを
100回聞かれても

笑顔でお答えします

木郷滝
自然つりセンター

（高森町草部７５０）

釣りに感動
グルメで満足

０９６７-６４-０４４００９６-２３４-７８８０

株式会社

藤本工業建設
（河陽３３７７－１）

地域貢献
環境にやさしい

０９６７-６７-０１３８

ヤマザキＹショップ
茂田店

（河陰５４６－４）

食品、日用品
南阿蘇産米の日本酒など

取り扱っています

０９６７-６７-２６６６

有限会社 丸野石油店
（立野１８２－２）

給油・洗車
オイル交換など

大切な車の
メンテナンスも行います

０９６７-６８-００１９

３月１５日（月）＊予備日なし

👟👟 ⚠

👟👟👟 ⚠⚠
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１１:４０～１２:２０

１３:００

１３:２０

１４:１０

標高１１４０ｍ

標高１１６４ｍ

標高１２３８ｍ

標高１３２６ｍ

参加締切 : ３月１０日（水） 事務局 ０９６７－６７－０１８２
当日連絡先: 「山の会」代表 矢野 ０９０－５４８８ー１４６０

☆参加者募集中☆

FOR CHILDREN
LOVE NATURE
FOR PEOPLE


