
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

◎縫いぬいクラブ

◎３B体操

◎ウォーキング ◎らくらくヨガ

◎放課後油絵

◎カワイ体育 ◎放課後きらめきクラブ

◎陸上競技 ◎サッカー ◎学童軟式野球 ◎キックボクササイズ

◎サッカー

5 6 7 8 9 10 11　建国記念の日

◎縫いぬいクラブ ◎パソコン教室

（第1研：和室） ◎３B体操

◎ウォーキング ◎ウォーキング ◎らくらくヨガ ★子どもお箏教室

◎学童軟式野球 ◎シニアフラ ◎油絵教室・放課後油絵 （久木野総合センター）

◎サッカー ◎カワイ体育 ◎放課後きらめきクラブ

◎タヒチ・フラ ◎陸上競技 ◎サッカー ◎学童軟式野球 ◎キックボクササイズ

◎サッカー

12 13 14 15 16 17 18

◎縫いぬいクラブ

◎楽しむ書 ◎３B体操 ◎親子・子ども油絵教室

◎ウォーキング （落款印作り） ◎ウォーキング ◎らくらくヨガ ◎子どもお箏教室

◎学童軟式野球 ★シニアフラ ◎放課後油絵

◎サッカー ◎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

◎タヒチ・フラ ◎陸上競技
（特別プログラム）

◎学童軟式野球 ◎キックボクササイズ

◎サッカー ◎サッカー

19 20 21 22 23     天皇誕生日 24 25

◎山の会 ◎パソコン教室 （山の会予備日）

◎楽しむ書 ◎縫いぬいクラブ ◎親子・子ども油絵教室

◎ウォーキング ◎ウォーキング

◎学童軟式野球 ◎油絵教室・放課後油絵 ◎ハーブ

◎サッカー ◎放課後きらめきクラブ ◎カワイ体育

◎タヒチ・フラ ◎陸上競技 ◎学童軟式野球 ◎キックボクササイズ

◎サッカー ◎サッカー

26 27 28

◎楽しむ書

◎ウォーキング

◎学童軟式野球

◎サッカー ◎放課後きらめきクラブ

～ご連絡～
＊アンサンブル：2月お休み
＊童謡唱歌教室：2月お休み
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〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽3575 TEL 0967-67-0182
受付時間 平日9:00～17:00（火・木は16:00まで） FAX 0967-67-3352

２

2月は「立野ウォーク」
裏面をご覧ください

3月は次号でお知らせ

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

フラダンスクラス

㊍

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：佐藤澄子

講師：磯貝由貴子

16:00～ 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3 10:00～11:30

講師：小佐井浩子

長陽中央公民館（第２研）

ハーブ教室◎ 講師：坂口愛子

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

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

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

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

R5

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

㊊

㊌

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

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

10:00～12:00

講師：中野恭代
◎

長陽中央公民館（第２研）

㊋

㊌㊊

～お知らせ～
ポイント還元で、温泉券を発行
しておりますが、「ウィナス」に
ついては、今年の3月で閉館と
いうことですので、温泉券をお
持ちの方はお早めにご利用く
ださい！ 瑠璃温泉は引き続
きご利用できます！

※活動日時が変更に
なっているプログラム
（★印）があります。

◎

キックボクササイズ◎
講師：島田 享

18:30～19:30

久木野総合センター多目的研修室

㊏

＊不要になったCDディスク、ガムテープの芯を集めてい
ます。捨てずに事務局までお持ちください。

◎

㊋㊍ 16:30～18:00（18:30までにお迎え終了）

放課後きらめきクラブ

白水小学校・久木野小学校・南阿蘇西小学校（各体育館など）
小学4年～6年生対象

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！
活動写真や掲載内容を事務局まで送ってください。
宜しくお願い致します。

～楽しむ書からのお知らせ～ 「消しゴム落款印を作ろう！」 参加者募集‼

落款印とは…落款印は落成款識の略であり「らっかんいん」と読みます。
通常の印鑑のように書類に使う印鑑ではなく、掛け軸などの日本画・書道の作品に捺し、作品の
完成を指し示すために捺されるものです。
世界ににひとつだけの自分の姓名印・雅号印を作ってみませんか？
脳トレにもなりますよ！お気軽にご参加ください。楽しい時間を過ごしましょ♡

日時：２月１４日（火） 午前10時～午前11時半まで
場所：長陽中央公民館 第2研修室
対象者：どなたでもOK！
参加費：350円（消しゴム代込み）
持ってくるもの：鉛筆・カッター
締切：2月10日まで

本田よろずや 「門松作り」＆「こんにゃく作り」 でお正月準備！

12月22日（木）門松作り、28日にこんにゃく作りを行いました！
今回、門松作りは平日の冬休み前に実施したため、親子での参加を楽しみにされてた方がとても
残念がられていました…ごめんなさい<(_ _)>。お天気も心配でしたが何とか持ち堪え、皆さん立
派な門松が出来上がりました！良いお正月を迎えられたことでしょう。
こんにゃく作りでは、2人一組になり大きなこんにゃく芋を手に奮闘！洗って切って煮てミキ
サーにかけて成形して茹でで…と工程はたくさん！徐々にこんにゃくのいい香りが漂い始め、美
味しそうなこんにゃくがたくさん出来上がりました！さしみこんにゃくやお正月のお煮しめなど
で美味しく頂きました！ 本田さん、毎年ありがとうございます<(_ _)>

時が経つのは早く、もう2月になりました。
皆さま如何お過ごしでしょうか？
2月は寒さが一番厳しくなる時期ですが、年末年
始のバタバタが落ち着いて、ちょっとゆっくり
過ごせる時期になりますが…受験生は最後の追
い込みになりますね…頑張ってください。
＊2月23日（木・祝）【大安、天恩日、母倉日】
2023年2月で唯一、大安と吉日が重なった貴重な
1日！しかもこの日は天皇誕生日で祝日です。
お祝行事を行うのにぴったりの日です。
お祝い事が無くても、一息ついて、ご家族一緒
にゆっくり過ごしてみては如何でしょうか(^.^)



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10回 2月登山

2月 22日（水） ※予備日：25日（土）

名 称 ： 立野ウォーク
登る山 ： 立野駅を起点にしたウォーキング ：約5km 7500歩位ほど

体力度👟〇〇〇〇 危険度⚠〇〇〇 舗道を歩きます
（山の会基準：牧ノ戸峠～久住山を体力度👟👟👟👟👟 危険度⚠⚠⚠〇とする）
※「山の会」基準です

行程
旧立野小学校 8:50集合

↓ 9:00 出発
立野駅 トイレ 9:10

↓R57の下をくぐる
新所公民館 9:30

↓
送水管 10:00
↓

立野神社 10:40
↓

植樹された桜 11:00
↓

丸野SS 11:15 
↓ R57の下をくぐる

木ノ内農園 11:30～11:50
休憩 イチゴソフト🍦 補助金あり❣
↓トイレ

憩いの家 12:00
↓

立野ダム展望所 12:15
↓

旧立野小学校 12:30 解散

※同じ村内でも、なかなか歩く機会の少ない立野地区ですが、
ゆっくり歩いてみると不思議と魅力がいっぱいです。

参加締切 : 2月17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！

12月10日（土）11時より白水体育館において、指導者研修会が行われ、当クラブ
スポーツ指導者や放課後きらめきクラブの指導者・サポーターも参加しました。
（南阿蘇村スポーツ推進委員研修会に便乗させて頂きました）
小学生を対象とした「SAQトレーニング体験会」の指導者「坂本修一」さんの指導さ
れている様子を見学。また実際にトレーニング体験もしました。
また、午後からは県内クラブ交流事業として「ゴミ拾い＆モルック体験会」を行いま
した。モルック体験はスパーク白水に移動し、スポーツ推進委員さんと一緒に体験。
色々と勉強になり、また楽しく体験でき有意義な時間を過ごさせて頂きました。

1月12日（木）白水小学校4年生、1月16日（月）南阿蘇西小学校6年生と4年生の
音楽授業で、日本の伝統的な楽器「箏」の指導依頼があり、吉田佳世さんに講師をお
願いしました。吉田さんは、放課後子ども教室や放課後きらめきクラブでも各学校に
出向き指導して頂いています。また当クラブでも子どもお箏教室をされています。

初めて箏に触れる児童もいれば、子ども教室やきらめきで体験している児童もいます
が、先生達もなかなか箏を見る機会も無いようで興味深そうに見られていました。
最初にお箏についての説明を聞き、13の弦をひとつずつ弾いてみました。徐々に練
習を重ね、4年生は「さくら」、6年生は「超天楽」を弾けるようになりました。

昭和47年の立野駅

白水小学校 南阿蘇西小学校
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