
木 曜 日

教科等 講師・定員 教科等 講師・定員 教科等 講師・定員 教科等 教科等 講師・定員

午前 総合科 27 普通科 27 － － [午前のみ] 総合科 27

硬　筆 硬　筆

１組 ２組

午後 － － 研究科 27 総合科 27 － －

午前 総合科 30 － － 総合科 40

詩　吟 藤本 輝美 園　芸 黒瀬 敏正

謡　曲 加藤 千絵 １組 ほか4名

午後 総合科 30 総合科 30 － －

午前 １組  総合科 18 － － 普通科 27 総合科 27

丹下 秀英丞 水墨画 水墨画 園　芸 黒瀬 敏正

藤本 秀榎 １組 ２組 ２組 ほか４名

午後 ２組  総合科 18 総合科 27 研究科 27 － －

午前 普通科 35 普通科 35 普通科 30 総合科 35 普通科 30

水彩画 水彩画 太極拳 デッサン 太極拳 三原 サツキ

１組 ２組 １組 中西 和雅 ２組 中島 信子

午後 研究科 35 研究科 35 研究科 30 ー 研究科 30

午前 普通科 27 総合科 27 普通科 27 総合科 27

スペイン語
高垣 ダマリス

午後 研究科 27 － － 研究科 27 －

午前 － － 普通科 27 普通科 27 普通科 27

古典文学 古典文学 古典文学

１組 ２組 ３組

午後 研究科 27 研究科 27 研究科 27 研究科 27

午前 普通科 27 総合科 27 普通科 27

カイル 教　養 和田 照海

  ブリンク ３組 石井 一石

午後 研究科 27 － 研究科 27

午前 普通科 21 総合科 24

檀上 早苗 園芸 松永 黒瀬 敏正

小林 万希子 [松永教場] ほか２名

午後 研究科 21 ー ー

午前 普通科 50 － － 普通科 50 81 普通科 50

コーラス 小坂 健三 小坂 健三 教養講座 コーラス 中川 しのぶ

１組 藤井 修子 藤井 修子 会 場 ２組 西田 範子

午後 研究科 50 総合科 50 研究科 50 － 研究科 50

午前 普通科 27 総合科 27

教　養

２組

午後 研究科 27 －

午前 普通科 27 普通科 27 普通科 27 総合科 27 総合科 27

漢　字 漢　字 教　養

１組 ２組 １組

午後 研究科 27 研究科 27 研究科 27 － －

午前 普通科 15 普通科 15

３- ３

和室

午後 研究科 15 研究科 15

午前 初級科 24 中元 敬子 初級科 24 初級科 24 西 佳子 初級科 24 普通科 24

パソコ スマホ１組 木村 典子 スマホ２組 西 佳子 スマホ３組 田辺・神原 スマホ６組 パソコン 矢田 直美

ン棟 [パソコン棟西] 鳥居 志穂 [パソコン棟西] 木村 典子 [パソコン棟西] 中元 敬子 [パソコン棟西] [パソコン室] 木村 典子

午後 研究科　24 中元 敬子 研究科 24 研究科 24 西 佳子 中元・西 研究科 24

午前 普通科 30 初級科 24 木村 典子 2組総合科 30

パソコ イキイキ体操 岸本 宗久 スマホ４・５組 中元 敬子 イキイキ体操  黒瀬 敏正・上川内 哲夫

ン棟 １組 [老人会館] [パソコン室] 木村 典子 岸本 宗久  松田 吉弘・桑田 有

午後 研究科 30 初級科 24 田辺・神原 [老人会館]  坂本 義孝

[園芸 講師]

抹　茶 岩本 妙子 煎　茶 宇根 栄子

３- ２ 槙本 緑水 絵手紙 瀬尾 千富 大田 桂水 自然佳風 中山 美保

３- １ 仮　名 友宗 杉径

２- ４ フラダンス

講 堂 ポップス カラオケ 藤川 陽子

２- ３ 俳　句英会話

田辺 与志魚

２- ２ 藤井 康治 藤井 康治 写　真 鳥越 修 藤井 康治

２- １ 実用書道 河村 ひさ舟 折り紙 久保田 和子 川　柳

１- ３ 民　謡 菅原 洵子 荒川 正江

１- ４ 中西 和雅 山口 幸弘 中石 春美

2022年度 (第５２期) 福山市老人大学  本講座の構成

石原 イクコ

１- ２ ハーモニカ 藤江 建一

１- １ 日本画 石川 ひろみ 寺岡 梢風 延広 西柳 池　坊

教 室
　月 曜 日 　火 曜 日 　水 曜 日 　金 曜 日


