
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3　　　　憲法記念日 4　　　　　みどりの日 5　　　　　こどもの日 6 7

☆本田よろずや ☆本田よろずや

★ウォーキング ◎アンサンブル ◎子どもお箏教室

◎軟式野球 ◎軟式野球

8 9 10 11 12 13 14

◎山の会 ◎縫いぬいクラブ ◎３Ｂ体操 （★山の会予備日）

◎子どもヨガひだまりば ◎クノンボール ★やさしいヨガ ◎らくらくヨガ教室

◎タヒチアンダンス ◎楽しむ書 ◎油絵教室・放課後油絵　 ◎パソコン教室

★ウォーキング ◎ウォーキング ◎アンサンブル

◎軟式野球 ◎シニアフラ ◎カワイ体育 ◎軟式野球

◎サッカー ◎放課後きらめきクラブ ◎陸上競技 ◎放課後きらめきクラブ

◎フラダンスクラス ◎サッカー ◎サッカー

15 16 17 18 19 20 21

◎クノンボール ◎縫いぬいクラブ ◎３Ｂ体操 ◎子どもお箏教室

◎子どもヨガひだまりば ◎楽しむ書 ★やさしいヨガ ◎らくらくヨガ教室 ◎アンサンブル

◎タヒチアンダンス ◎ウォーキング

★ウォーキング ◎放課後油絵

◎軟式野球 ◎放課後きらめきクラブ ◎カワイ体育 ◎放課後きらめきクラブ ◎軟式野球

◎サッカー ◎陸上競技

◎フラダンスクラス ◎サッカー ◎サッカー

22 23 24 25 26 27 28

◎クノンボール ◎縫いぬいクラブ ◎童謡・歌唱教室 ◎パソコン教室

◎子どもヨガひだまりば ◎楽しむ書 ★やさしいヨガ ◎３Ｂ体操 ◎アンサンブル

◎タヒチアンダンス ◎油絵教室・放課後油絵　 ◎らくらくヨガ教室

★ウォーキング ◎シニアフラ ◎ウォーキング ◎ハーブ教室 ◎子ども油絵教室　

◎軟式野球 ◎カワイ体育 ◎軟式野球

◎サッカー ◎放課後きらめきクラブ ◎陸上競技 ◎放課後きらめきクラブ

◎フラダンスクラス ◎サッカー ◎サッカー

29 30 31

◎子どもヨガひだまりば ◎クノンボール

◎タヒチアンダンス ◎楽しむ書

★ウォーキング

◎軟式野球

◎サッカー

◎フラダンスクラス ◎放課後きらめきクラブ
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５

５月山の会詳細は裏面
をご確認ください。
６月山の会詳細も
記載しています。

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 18:00～19:00

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（中級）

第１～３ 19:00～20:00

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

※活動休止いたします。
希望があれば対応いたします。

◎

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 14:00～15:15

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

16:00～ ※変更有り！

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

LOOPみなみあそ フリールームA

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

R4

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 ※曜日変更！

白水保健センター

㊊

第１～３ 10:00～12:00㊍

３B体操教室◎

◎

㊍

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

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）

大人のための楽しむ書

毎週 10:00～12:00

講師：中野恭代先生
◎

長陽中央公民館（第２研）

㊋

～「くまもと花とみどりの博覧会」に出演しました～

第38回全国都市緑化くまもとフェア「くまもと花とみどりの博覧会」
４月１０日（日）に、花畑広場特設ステージで、「花笩」「季節のうた」
2曲を暗譜して演奏しました。

「たくさんのお客さんの前で、
とても緊張したけど、
弾けて嬉しかったです。
次も頑張りたいです。」
ときらりさん。

日本文化を楽しみませんか？
「子どもお箏教室」生徒大募集！
日時：毎月第1・第3土曜日 14時～16時
場所：LOOPみなみあそ フリールームA

プログラムの活動紹介募集！

各プログラムの活動紹介や会員募集など、
クラブ通信またはHPなどで紹介したいプログ
ラムは事務局までお知らせください。
また、Facebookでもご紹介できます。
新プログラムや行事イベントなども募集！

※活動日時が変更になっている
プログラム（★印）があります。

正会員の皆様へ
～総会開催について～

令和４年度の総会開催は、
5月下旬頃を予定してお
ります。
期日が決まり次第、正会
員の皆様へご案内いたし
ますので、いましばらく
お待ちください。
また、出席できない場合
は必ず「委任状」の提出
をお願い致します。
宜しくお願い致します。

㊌

～「放課後きらめきクラブ」５月連休明けよりスタート！～

昨年度も5月よりスタートしましたが、コロナの影響で9月が中止、10月より再開するも再び
1月中旬から中止となり、再開できないまま終了となってしまいました。子ども達や保護者からは
「とても残念…」との声が多く寄せられました。
今年度はコロナの影響が出ない事を祈るばかりですが…5月連休明けの10日よりスタート予定で

す。昨年参加した子、新しく参加する子、みんな仲良く楽しく活動しましょう！

＊スポーツ系・文化系の多種目体験型となっています。
＊地域の方々のご指導やサポートで活動は成り立っています。
＊随時、参加募集していますので途中からの参加もOKです。
＊指導者・サポーターなど、ご協力頂ける方も募集しています。

活動日：火曜日・木曜日（5月～翌2月まで 8月はお休み）
活動場所：各小学校（白水・久木野・南西）の体育館など
月謝：1000円（クラブ入会必須）

お知らせ

新緑が美しい季節になりました。
今年のゴールデンウイークは
最大10連休！ご家族みんなが
集まり楽しい時間を過ごせそうですね。
今年は「旅行」と「おうち時間」の二本立てで、
スケジュール的にゆったりと過ごす人が多いよ
うです。

ですが今、世界では日々大変な事が
起こっています…コロナもまだまだ

油断ができません…。
ですので、今後も気を引き

締めて過ごしていきましょう。

㊊

㊌



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

2022年度

元気もんウォーク「山の会」第２回 ５月登山

５月 １０日（火） ※予備日：13日（金）

名称 ： 仙酔峡散策
登る山 ： 泉水山（鷲見平） ９６４ｍ
仙酔峡登山口（９０７ｍ）までは車で行きます。
後はのんびりと花を楽しみましょう。ミヤマキリシマに期待！！

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

行程
集合 ８：３０ 長陽中央公民館

９：４５ 仙酔峡登山口（トイレあり）
↓ ミヤマキリシマの丘を散策

１２：１５ 登山口広場で昼食
１２：４５ 現地解散
↓

<規制が解除されていれば火口東展望台まで
登ることも可 往復2時間 >

１４：００ 長陽中央公民館着

仙酔峡からは、鷲ヶ峰・虎ヶ峰の
眺望がすばらしい。
鷲見平には北尾根で遭難した

クライマーたちの慰霊碑やレリー
フが峰を向いて並んでいます。

参加締切 : ５月６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！

仙酔峡のミヤマキリシマ

2022年度

元気もんウォーク「山の会」第３回 ６月登山

６月 ６日（月） ※予備日：無し

名称 ： 久住お花見登山
登る山 ： 扇が鼻 1698m

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

行程
長陽中央公民館 ７：００集合
↓

牧ノ戸峠 着：発 ８：２０ ８：３０
↓1330m トイレ・売店あり

沓掛山 1503m ９：００
↓
扇ヶ鼻分岐 １０：００
↓ ミヤマキリシマの絨毯を
楽しみながらゆっくり歩きましょう

扇ヶ鼻 1698m １０：３０
↓
（昼食）１０：３０～１１：００
↓
扇ヶ鼻分岐 １１：３０
↓
沓掛山 １２：３０
↓
牧ノ戸峠 １３：００ 休憩

（温泉）→ 長陽中央公民館着 １６：００

長陽中央公民館着 １４：３０

ミヤマキリシマのシーズンなので混雑が予
想されます。早めの出発で、出来るだけ乗
り合わせでお願いします。その場合は、４人
乗車でガソリン代として一人８５０円の負担
をお願いします。登山靴は、牧ノ戸峠で履
き替えましょう。山の天気は急変します。念
のため、雨具（カッパ）はお忘れなく！

参加締切 : ６月２日（木） 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！

久住 扇ヶ鼻

お時間のある
方は温泉で疲
れを癒して帰
りませんか
(^.^)


