
絵画表現の基本的な要素を理解しながら、「私らしい

一枚の風景画」を制作することを目指し、一人ひとり

が自身のテーマを持つとともに、配色や筆づかいな

ど、表現技法もいろいろ自由に創意工夫しながら、楽

しく制作する水彩画の教室です。 
 
講 師：木村 主税 先生  
日 程：7/4・18  8/1・22 9/5・19 
時 間：13：30～16：00 
定 員：1０名(先着順・小中高生は除く) 
受講料：月謝制 700 円×回数/月・１回参加 800円 
持ち物：鉛筆(４B 以上)、水彩画用具  
  
★少人数ですが、その方らしい表現になってきており、毎
回にぎやかに相互に鑑賞し合って楽しんでいます。 
時々館内に作品を展示していますのでぜひご覧ください。 

 

＜府立山城勤労者福祉会館＞ 
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① アロハ！「ハワイアンフラ」 教室 ②らくらく健康ヨガ 教 室 
 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③初歩からの書道[毛筆を嗜む] 教室             ④初心者リフレッシュヨガ  教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ⑤「やさしく、楽しく、美しく」リンパマッサージ 教室   ⑥｢私の風景画｣を楽しむ 教室 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

① ～⑥の教室に初めて参加される方は、７月の第 1回目が無料体験日となっています。ご活用ください。 

毎日の生活の中で、疲れやストレスは溜まるものです。

宵の一時、呼吸を整え、ヨガに集中して心も身体もリフ

レッシュ！気持ちのよい明日を迎えましょう。 
 
講 師：寺西 しのぶ 先生(全米ヨガアライアンス認定ヨガインストラクタ-) 
日 程：7/2・9・23  8/6・13・20・27  9/3・10・17 
時 間：19：30～20：45 
定 員：１５名＜先着順/定員に達していますが、お問い合わせください＞ 
受講料：月謝制700 円×回数/月・１回参加 800 円   
持ち物：汗ふきタオル、運動服、ヨガマット(有料レンタルあり) 
    タオル(30×70cm)<ヨガの動きに使用> 
    滑り止め付５本指ソックス<素足が気になる人のみ>  

★仕事帰りの若い方から高齢の方まで、 

皆さん集中し、熱心に取り組まれています。  

体力・筋力に自信がない、体が硬くて等、色々あっても

大丈夫！！イスやヨガブロック等を使い、無理をしないで、

どなたでもらくらくと楽しく行えるヨガです。 

 
講 師：JUNKO 先生(全米ヨガアライアンス認定 ヨガインストラクター) 
日 程：7/6・13・20 8/2・10・23・31 9/7・14・２1・28 
時 間：13：15～14：30 
定 員：20 名(先着順)  
受講料：月謝制 700 円×回数/月・1 回参加 800 円 
持ち物：汗ふきタオル、運動服、ヨガマット(有料レンタルあり) 
   タオル(30×70cm)<ヨガの動きに使用> 
   滑り止め付 5本指ソックス<素足の運動が気になる人のみ>  

  ★午後のひと時、皆さんゆったりとリラックスした時間を楽し

んでいらっしゃいます。男性も参加されています。 

筆で書くことがずいぶん久しくなった皆さん、もう一度初

歩から学び直し、「書」の持つ楽しさや素晴らしさにふれる

とともに、日常の生活にも生かしてみせんか。当然ですが、

毛筆に自信のある方もぜひ参加を!! 

    

講 師：玉出 草穂 先生 習字研究社毛筆硬筆大師範傳師 
日 程：7/4・18  8/8・29  9/12・26 
時 間：10:00～11:30 
定 員：15 名(先着順) 
受講料：月謝制700 円×回数/月・１回参加 800 円 
持ち物：書道用具一式(用具貸出もあり) 

 ★参加者が増えるとともに、皆さんより 

一層真剣に「書」に向き合いながら、毛筆を楽しまれています。 

館内に作品を展示していますのでぜひ一度ご覧ください。 

初めての方も大歓迎！基本の動作からしっかり学べます。 

年齢や経験、体力に関係なく誰でも楽しく踊れ、シェープア

ップ効果も期待できるのがフラダンス！！ 宵の一時ゆったり

とハワイアンミュージックに乗って、リラックスしましょう。 
 
講 師：きがみ こずえ 先生(Hulacircle Kauhola<フラサークルカウホラ>代表・指導) 
日 程：7/5・12・19  8/2・9・23 9/6・13・27 
時 間：19：30～20：30 
定 員：20 名(先着順) 
受講料：月謝制 700 円×回数/月・1 回参加 800 円 
持ち物：汗ふきタオル、運動服(素足で踊ります)  
    飲み物、ノート、筆記用具  

★ときどき音楽のほか、先生と生徒の皆さん 

の楽しそうな会話や笑い声が聞こえてきます。 

平成30年7月～9月 色々な教室を開催しています。 

体内からキレイになることが健康と美容の基本！！ 
リンパ腺・節は日常生活にとって大切な器官であり、リンパ
を優しくマッサージすることで、老廃物の排出、血流や免疫
機能の改善、リラクゼーション効果も期待できます。  
 
講 師：西島 由美子 先生 オートリンパインストラクター 
日 程：7/6  <ながらﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ> 
        7/20 <筋肉で老けない身体に> 
        8/3  <呼吸法で若返り> 
        8/24 <腸活でポッコリお腹を解消> 
        9/7  <もっと元気になれる生活習慣> 
    9/21 <癒しのハンドマッサージ> 
時 間：１9：３０～20：3０ 
定員等：２０名（先着順） 
受講料：月謝制 700 円×回数/月１回参加8００円)  
持物等：運動のできる服装 飲み物 タオル  

★開催曜日が金曜日となり、時間帯も夜に変更になりました。 
年齢、性別を問わず参加いただきやすくなりました。 



   

 

◎みんなで カヤック を楽しむ日 ・Ⅰ5月 26日(土)  
残念ながら参加希望者が最少人数に満たず、やむなく中止いたしました。 

    ◎アーチェリーを楽しむ 教室 7・8・9月はお休みします。10月から再開します。 

 

 

 

 

もうすぐです！ 受付締切は 6月 20日(水)です。 
 

 

 

 

 

     体験型イベントです! 
 

 

 

 

      

               
    

 

体験型イベントです! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「やまきんサロン」 ＜毎月第２・４水曜日・午後(13:00～17:00)に開設しています。＞ 
     「お茶 でも飲 みながら 、ゆっくりと何 かやってみよう 。」そんな皆さんのための遊び空間です。 

読書・囲碁・将棋など趣味の世界を広げ、お友達と楽しい時間をお過ごしください。使用料１人２００円(小中学生１人５０円) 

     

 

日 時 ： 平成 30年 11月 10日(土) 10:00～16:00 

体育館全面を使ってドミノ大会を開催します。今回は「花」をメインテーマに家族やグループ単位で
参加者を募集します。各グループは 5～10 名が目安です。 
 出来上がりのデザインのよさ、美しさも大切ですが、グループで協同作業する楽しさや、完成できたときの
充実感と感動は、子どもも大人も、年齢を超えて味わうことができる大切なものです。 
 さらに、牌が倒れながら 16 ブースの花模様が次々現れてくる様子は圧巻で、すべてがうまくいった際の、
参加者全体の一体感や盛り上がりは、想像するだけで今からワクワクしてきます。  

◎概要 (予定)  
① 体育館フロアに 16 面(4m×4m)のブ―スを設置、参加 16 グループを募集する。(先着順) 
② 各グループは「花」を自由にデザインし、そのアイディアを競う。 
③ 各グループは事前にデザインや牌の色、個数などを決定する。 
④ 参加費用は牌の数に応じて決定する。(各グループ 3,000～5,000 個がを基本) 
⑤ 事前準備と当日のボランティアを募集する。（大学生以上） 

７月中旬に HP に詳細を掲載します。なお、ご質問はいつでもお受けいたします。 
 

やまきん・山城勤労者福祉会館 
    電 話  0774-82-3639  FAX 0774-82-3762 
          住 所 京都府綴喜郡井手町大字井手小字大塚９９－３５  
               アクセス：山城大橋から車で約 7分、JR玉水駅から徒歩約 20分、近鉄三山木駅からタクシーで約１０分  

やまきんの行事予定 

日 時  平成 30年 10月 6日(土) 10:00～16:00 

 会 場 ： やまきん(府立山城勤労者福祉会館) 木津川(笠置大橋から恭仁大橋付近まで) 
 参加費 ： 一艇(1名)5,500円(保険代含む)（予定）  

 定 員 ： ２５名(小学校 4年生以上・ただしそれ以外の年齢も応相談) 

☆  初心者の方を対象にした企画です。子どもだけの参加はお断りします。(保護者は見学だけで結構です。) 

 インストラクターが基礎基本から丁寧に、そして安全に指導します。[(有)フジタカヌー所属インストラクター] 

７月中旬に HPに詳細を掲載します。なお、ご質問等はいつでもお受けいたします。 

 日 時 ： 平成 30年 6月 23日(土) 9:00～17:00 
☆ どなたでもお気軽にバドミントンをお楽しみいただきます。体育館に８コート設置し、各コートを１時間単位で利用できます。利用

料金は [1コート・1時間 200円]です。時間はご希望の時間を自由に申込んでください 

☆ 用具のご用意のない方には貸し出しもいたしますのでみなさんで多数おいでください。 

 

みんなで カヤック を楽しむ日 ・Ⅱ 

 

みんなでバドミントンを楽しむ日 

やまきんの事業報告 

 

ならべて、ならべて ドミノ 大会  

 


