
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

●よろずや秋冬野菜 ◎アンサンブル ◎子どもお箏教室　

◎放課後油絵 ◎３Ｂ体操

◎カワイ体育 ◎らくらく健康ヨガ

◎陸上競技

◎サッカー ◎サッカー ◎軟式野球

5 6 7 8 9 10 11

◎ウォーキング ◎３Ｂ体操 ◎パソコン教室 ●醗酵ドリンク教室

◎タヒチアンダンス ●醗酵ドリンク教室 ◎アンサンブル

◎子どもヨガひだまりば ◎やさしいヨガ ◎油絵教室

◎軟式野球 ◎放課後油絵 ◎軟式野球

◎サッカー ★シニアフラ ◎カワイ体育 ◎サッカー

◎フラダンスクラス ◎夜ヨガ ◎陸上競技

◎サッカー

12 13 14 15 16 17 18

◎ウォーキング ◎クノンボール ◎山の会 ◎３Ｂ体操 ◎子どもお箏教室

◎タヒチアンダンス （9月は３回） ◎縫いぬいクラブ ◎らくらく健康ヨガ ◎アンサンブル

◎子どもヨガひだまりば ◎放課後油絵

◎軟式野球 ◎やさしいヨガ ◎軟式野球 ◎子ども油絵教室　

◎サッカー ●楽しむ書 ◎陸上競技 ◎サッカー

◎フラダンスクラス ◎夜ヨガ ◎サッカー

19 20　　　　敬老の日 21　　　　　　十五夜 22 23　　　　秋分の日 24 25

◎ウォーキング ◎山の会（予備日） ◎縫いぬいクラブ ◎パソコン教室

◎クノンボール ◎油絵教室 ◎アンサンブル

◎子どもヨガひだまりば ◎やさしいヨガ ◎放課後油絵 ◎童謡・歌唱教室

◎軟式野球 ◎カワイ体育 ◎ハーブ教室 ◎軟式野球

◎サッカー ◎陸上競技

◎夜ヨガ ◎サッカー ◎サッカー

26 27 28 29 30
2021年度第2回 ◎ウォーキング ◎クノンボール ◎縫いぬいクラブ ★３Ｂ体操

南阿蘇ふるさと体験塾 ◎タヒチアンダンス ◎やさしいヨガ （9月は4回）

（3日目） ◎子どもヨガひだまりば ●楽しむ書 ◎放課後油絵 ★らくらく健康ヨガ

◎軟式野球 ◎シニアフラ ◎カワイ体育

◎サッカー ◎陸上競技 ◎サッカー

◎フラダンスクラス ◎夜ヨガ ◎サッカー ★古典フラ
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９

コロナ感染対策徹底のお願い

第６回９月の詳細は、
裏面をご覧ください。
「冠が岳」
９月１５日（水）
予備日:２１日（火）

熊本県もまん延防止等重点措置が、9月12日まで延
期になったこともあり、村の施設も使用条件が
あったりと、活動するにあたり制限はありますが、
活動を継続して行っております。何度もお願いし
ておりますが、感染対策をしっかりと行った上で
活動してください。宜しくお願い致します。
また、活動自粛するプログラムもあるかもしれま
せんので、各自ご確認をお願い致します。

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)

◎◎

18:00～19:30

サッカークラブ

年中～小3 18:30～19:30

白水運動公園

小4~6・中学生 18:30～20:30

◎

小学生 17:30～18:30

白水運動公園(雨天:白水小学校体育館)

中学生以上 18:30～19:30

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

フラダンスクラス

15:30～18:30

講師自宅

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

姿勢改善リンパストレッチ

第1～3 18:00～19:00

長陽中央公民館（第１研）

◎

講師：園田 眞由美先生

16:30～ ★時間変更！

LOOPみなみあそ駐車場集合

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 10:00～11:30

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

土曜日子ども油絵教室

◎

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～

子どもお箏教室

久木野総合センター（和室）

第１・3 14:00～16:00

◎

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

（河陰3617-2)

㊌

◎ ◎

㊌
㊏

㊌

（河陰3532-20)

㊍ ㊎

㊎

㊎
㊊

㊌㊊ ㊍

㊊

㊊

◎

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

㊊

㊋

子どもヨガ ひだまりば◎
講師：浅尾理絵先生

㊋

㊌

やさしいヨガ◎
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

元気もんウォーク
「山の会」

各月山の会要項参照

長陽中央公民館集合

長陽中央公民館

10:00～15:00㊌

㊏

講師：吉田佳世先生

活動日時が変更になっているプログラム（★印）があります。

ミネラル醗酵ドリンク教室 参加者募集！

新規プログラム 「大人のための楽しむ書」 参加者募集！

フルーツやお野菜でミネラルバランスの良い
醗酵ドリンクを作りませんか？
30種類のミネラルを添加したミネラル水に具材を
漬け込み農薬や添加物を低減し安心・安全な物を提
供します。

★醗酵パワー★
＊生のままより甘味や旨味を引き出す
＊栄養価アップ
＊保存性が高まる
＊腸内環境を整える
＊免疫力アップ

準備物：包丁、まな板、エプロン、
ボトルを持ち帰る袋

※材料はお申込み時にご希望をお聞きします。
＊試飲、試食に盛りだくさん！

このサークルは、笑いあり、笑いあり、おしゃべりありの、和気あいあいとした仲間の寄り合いです！
字を書くことが大好きな方から、書きたくて仕方ない方、苦手意識がとれない方まで。
また、老若男女、イケメンから熟女までどなたでも参加OK！ もちろん、初めての方でも大歓迎！
書風は、その時の雰囲気で「楷書・行書・草書・隷書・遊書」を表現します。
まずは月1回のペースからでもご参加いただけます。手ぶらでお気軽にどうぞ。お待ちしております(^.^)
一緒に「書」を楽しみましょう♪

日 時：毎月第2・４火曜日 10時～
※9月は14日・28日！

対象者：どなたでも参加OK！（クラブ入会必須）
参加費：200円/回（材料費込み）
場 所：長陽中央公民館 講師：中野恭代
締 切：随時受付
準備物：お持ちの方は書道セット 無くても大丈夫！ 手ぶらでどうぞ(^^)/

暑い夏が終わり秋が来ると、どんどん空が
高くなり雲が綺麗に見えたり空気が澄んで
いきます。2021年の中秋の名月は9月21日です。
満月は9月21日の8:55です。美しい月を見ること
ができるでしょうか。お天気が気になりますね。
お月見といえば「お月見団子」とススキですね。

秋の七草は、ススキ（尾花）・クズ（葛花）・ナデシコ
（瞿麦）・オミナエシ（姫部志）・フジバカマ（藤袴）と
キキョウ（桔梗）・ハギ（萩）です。
みんな揃えるの大変ですので、ススキと桔梗だけでも

一緒に飾ってみてはいかがでしょうか。
家族や親しい友人たちと美しい秋の月を見ながら、

素敵な時間を過ごしましょう。

シニアフラダンス

第2.4 13:00～15:30㊋

◎
長陽中央公民館（第１研）

９月8日（水）・９月11日（土）
①10時～ ②13時～ 2時間程度（座学含む）
＊各定員４名まで
会員1人3500円（会員外3800円）材料費込み
場所：絵本カシュカシュ（久石3665-12）
講師：田川文代（080-4745-0174）
締切：9月6日まで！

ご参加お待ちしております！

大人のための楽しむ書

第２・4 10:00～12:00

講師：中野恭代先生
◎

長陽中央公民館（第２研）

㊋

※本田よろずや「秋冬野菜作り」
９月２日（木）９時～クラブ農園

※

9

月
お
休
み

※「放課後きらめきクラブ」9月からの
スタートは中止となりました！
10月より再スタート致します！

※通信発送後に、活動中止（自粛）
されるプログラムがあるかもしれません。
その際は、各プログラムでご連絡・
ご確認をお願い致します。



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！

南阿蘇の自然の中で
本物の美味しさを。

０５０-５５９５-８３６６

（河陰５４６－４）

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

株式会社
あそ望の郷みなみあそ

あじわい館・そば道場・あか牛の館・
各温泉施設・パークゴルフ場

新阿蘇大橋展望所「ヨ・ミュール」など

０９６７-６７-０８７９

2021年度

元気もんウォーク「山の会」第６回 ９月登山

９月１５日（水） ※予備日：２１日（火）

名 称：南外輪ウオーク
登る山：冠ヶ岳（1154m）

体力度👟👟〇○〇 危険度⚠○〇〇
（山の会基準：牧ノ戸峠～久住山を体力度👟👟👟👟👟 危険度⚠⚠⚠〇とする）

参加締切 : ９月10日（金） 事務局 ０９６７－６７－０１８２
当日連絡先：「山の会」代表 矢野 ０９０－５４８８ー１４６０
※当日判断に困る場合は、矢野までご連絡ください！

行程
あそ望の郷 第3駐車場 ８：３０
＊地蔵峠は駐車スペースが狭いので乗り合わせにします

↓
地蔵峠駐車場 ８：５５

発 ９：００
↓

地蔵峠 ９：１０
＊ この辺りで1086mです

↓ 🌸マツムシソウが咲き始めるころです
グリーンロード出合い ９：４０

↓
冠ヶ岳分岐 １０：３０

↓
冠ヶ岳（1154m） １０：４５～１１：００

発 １１：００
↓

サントリーの森広場 １２：２０～１３：００
↓ 昼食 ※簡易トイレあり

サントリーの森散策 １３：００～１３：４０
↓

地蔵峠 １４：１５
↓

地蔵峠駐車場 １４：２５
↓

あそ望の郷 １４：５０

全3行程にわたり実施中！今回は1日目の活動報告です。
7月18日（日）に今期第1日目が行われた。前日まで雨が降っていたが、当日はなん
とか持ち堪え、活動日和となりました。
今回のテーマは「火山とカルデラ」を感じよう！
コースは、火山博物館～中岳火口～砂千里～草千里（昼食）～立野ダム見学～新阿蘇大橋

それぞれの場所で担当のスタッフがわかりやすく説明。はじめて見るもの、はじめて
触れるもの、はじめて聞くこと、はじめて足を踏み入れるところ…阿蘇の大自然のス
ケールの大きさを改めて体感し、たくさんの貴重な体験ができました。

２０２１年度「南阿蘇ふるさと体験塾」 ただのいなかじゃ～なかよ。開催！

地蔵峠からは、ほとんど高低差のない
快適な外輪歩きです。冠ヶ岳からは
阿蘇５岳～北外輪～普賢岳が見渡せます。
昼食後はサントリーの森を散策し、
水が生まれる谷を観察しましょう。
珍しいニッポンヨコエビも見られます。

冠が岳

マツムシソウ


