
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3　　　ひなまつり 4

◎縫いぬいクラブ ◎３B体操 ◎アンサンブル ★親子・子ども油絵教室

◎ウォーキング ◎らくらくヨガ ◎子どもお箏教室

◎放課後油絵

◎カワイ体育

◎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　　　　　啓蟄 7 8 9 10 11

◎パソコン教室

◎楽しむ書 ◎縫いぬいクラブ ◎３B体操 ◎アンサンブル

◎ウォーキング ◎ウォーキング ◎らくらくヨガ

◎学童軟式野球 ◎シニアフラ ◎油絵教室・放課後油絵

◎サッカー ◎カワイ体育

◎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　　ホワイトデー 15 16 17 18

◎童謡唱歌 ★ウォーキングイベント参加

◎楽しむ書 ◎縫いぬいクラブ ◎３B体操 ◎アンサンブル （日向往還ウォーキング）

◎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

◎サッカー ◎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

19 20 21　　　春分の日 22 23 24 25

◎山の会 ◎パソコン教室

◎縫いぬいクラブ ★３B体操 ◎アンサンブル

◎ウォーキング ◎ウォーキング （1月分振替）

◎学童軟式野球 ◎油絵教室 ◎ハーブ

◎サッカー ◎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 29 30 31

◎楽しむ書 ◎縫いぬいクラブ ◎アンサンブル

◎ウォーキング ◎ウォーキング

◎学童軟式野球

◎サッカー

◎陸上競技 ◎学童軟式野球

◎サッカー ◎サッカー
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３

3月は「早春の久住山」（変更）

裏面をご覧ください

来年度の計画表も
掲載しています！

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

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）

㊋

㊌㊊

来年度、クラブ会員更新
をされない方、退会または
休会をされる方は、必ず事
務局までお知らせください。
退会される方は、会員証
の返却と退会届の提出を
お願い致します。

※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

㊏

◎

㊋㊍ 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

令和5年度クラブ会員更新のお願い！

別紙「会員申込書」に必要事項をご記入頂き、
会費を添えてクラブ事務局までお申込みくださ
い。または、各プログラム代表者の方へお預け
ください。随時受付致しますが、3月20日頃ま
でに更新手続きを済まされますと4月号をお届
けできます。 随時新規会員も募集中！

「健幸都市こうしサッカー大会」に2日間参加！ ３位と大健闘！

ウォーキングクラブ頑張ってます！

2／11、12 健幸都市こうしサッカー大会に2日間参加
結果は次の通り
1回戦 VS ＫＵＲＯＩＳＩ 3-0◯
2回戦 VS 菊陽ＪＳＣ 2-0◯
3回戦 VS ビアンカスにしはら 0-0（ＰＫ2-1）◯
準決勝 VS ＴＡＩＫＥＮ 2-2（ＰＫ2-3)●
3位決定戦 VS リベルタ0-0（ＰＫ3-2）◯

ＫＵＲＯＩＳＩ主催の大会。
しぶとく戦って3位。
優勝したＴＡＩＫＥＮさんとバチバチで
戦えたのは子ども達の自信につながりました（大山）

早いもので今年度も今月で終了となります。
皆さまには大変お世話になりました。ありがと
うございました。また来年度も皆さまのご参加
を心よりお待ちしております！
会員の皆さまがこれからも楽しんで活動に参

加して頂けるよう努力いたしますので、皆さま
もご協力ご尽力の程、宜しくお願い致します。
それでは、また来年度も宜しく
お願い致します。
（お早めの会員更新をお願いします）

2月8日（水）日向往還ウォーキングの予行練
習であそ望の郷から高森駅まで往復してきまし
た。9人参加して、途中、お一人が15キロで
バス帰宅となりましたが、残りの方は最後まで
頑張りました！約23キロクリアです。
お天気にも恵まれ、初めて通るところばかりで、
楽しいウォーキングになりました（横山）

童謡唱歌・アンサンブル
3月より活動再開！

楽しむ書 ～落款印作ったよ！～

2月14日（火）大人のための楽しむ書では、
消しゴムの落款印作りを行いました。
なかなか思うようにならず苦戦する人もいたみ
たいですが、ちょっとした工作みたいで、楽し
んでる様子が伺えました。時間内に出来なかっ
た方は是非お家で続きを楽しんでくださいね。



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11回 3月登山

3月23日（木） ※予備日なし

名 称 ： 早春の久住山
山の変更：中岳の活動が活発なので、仙酔峡・高岳は避けることにしました。

登る山 ：久住山 1786.5m

体力度👟👟👟👟👟 危険度⚠⚠⚠ ※本コースに危険な箇所はありません
（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
長陽中央公民館 ８：３０集合

↓
牧ノ戸峠 1330m １０：００

↓
沓掛山 1503m  １０：４５

↓                           
扇ヶ鼻分岐 １１：３０

↓                        
久住分かれ １２：００

↓
久住山 1786.5m １２：４５～１３：１５ 昼食

↓
牧ノ戸峠 １５：３０

↓
長陽中央公民館 １７：００

一年の締めくくりに、九州本島最高峰からの眺めを堪能しましょう。
天候によっては雪（凍る）になることもあるので、寒さ対策は万全にお願いします。

参加締切 : 3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！

２０２３年度 元気もんウォーク「山の会」年間計画！

天狗ヶ城から久住山を望む

参加申し込みと実施の判断は下記のとおりです。
〇安全面の確保のため、登山日の４日前までに、事務局に電話ないしメールで申し込んで下さい。

※バス利用や宿泊の場合は２週間程度前になります。
〇雨マーク中止のルールは従来どおりです。
登山前日の夕方６時のNHKの天気予報で、翌日の実施時間帯に一つでも雨マークがあれば中止します。
山の会からの中止連絡は致しませんので、判断に迷う場合は、事務局か代表に確認してください。

「山の会」の活動維持のため、以下の取り決めがあります。
1．山の会年会費1人500円（クラブ入会時に一緒にお支払いください）
2．駐車スペースの関係で、なるべく乗り合わせで移動します。その際の車代は次の通り計算します。

距離（1㎞30円）×台数÷人数（運転者を含む） 燃費は考慮しない。
※例：久住の長者原まで、１２人が３台に分乗した場合。

往復140㎞×30円×3台÷12人=1050 10円未満は切り捨てます。
車を出される方の負担をなるべく軽減するための算出方法ですので、よろしくお願いします。

※マイクロバス利用時や入山・入館料など、別途費用が掛かる場合があります。

お申込みはお早めに！

2023年度山の会年間計画

行き先 体力度 ルート等

4月 13日（木） 南外輪トレッキング

予備日 中坂峠～清水峠 3
15日（土） 　オキナグサ

5月 2日（火） 諸塚山 3
予備日 　アケボノツツジ
なし

6月 2日（金） 猟師山（久住） 2
予備日 ミヤマキリシマ
5日（月）

7月 19日（水） 高千穂霊場巡り

予備日 2
25日（火）

8月 24日（木） 八方ヶ岳

予備日 4
なし

9月 11日（月） 一の峰二の峯

予備日 マツムシソウ 4
なし

10月 24日（火） 久住

25日（水） 　長者原～スガモリ越え～法華院泊～雨ヶ池～長者原5
　宿泊

11月 1日（水） マゼノ渓谷と押戸石 1

予備日 バス利用
なし 　　　　

12月 1日（金） 草枕ウオーク

予備日 バス利用 4
なし 　　　　

2月 29日（木） 飯田山

予備日 2
なし

3月 25日（月） 俵山

予備日 4
28日（木）

※予備日を設けていない月も、今後可能な限り設定を検討します。

実施曜日一覧
月2　  火2　　　水3　　　木3　　　金2　　　土0　　　日0

1月 ※お休み 場合によっては南阿蘇観音霊場巡り

金峰山と背比べをして負けたという民話の残る山。
熊本市民お馴染みの山です。

一年の締めに、南外輪を代表する山へ。

谷川の冷水で涼を取りながら登っていくと、
360度の展望が開け、まさしく八方が見渡せます。

四季折々に数多くの野草が咲く花の山。
9月はマツムシソウの季節。広々とした峰歩きは爽快です。

長者原から紅葉の三俣山に登り、法華院温泉泊。
山小屋の雰囲気を味わいながら、山談議を楽しみます。
翌日は雨ヶ池を経由して長者原へ戻ります。

渓流に映える紅葉が見事。紅葉狩りの後は古代のロマンに彩ら
れた押戸石の「丘で昼食。ハイキング気分の散策です。

峠の茶屋から、ミカン畑を抜けて小天の草枕交流館まで、漱石
が歩いた足取りをたどります。途中の石畳の小道は往時を偲ば
せてくれます。

オキナグサの咲く南外輪のトレッキング。
南郷谷の景色を楽しみましょう。

新緑にアケボノツツジのピンク（曙色）が映えます。
ブナの原生林も見事です。

牧ノ戸峠の少し手前。なだらかな稜線の山。登山者は少ないの
で、のんびりとミヤマキリシマを味わいましょう。

ブラタモリで紹介された、高千穂の札所を巡ります。
どんな景色が待っているか楽しみです。

予定日
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