
ステージ：朗読劇 /宝塚サンバ /着物ショー /
バトントワーリング /ストリートダンス /

オカリナ演奏 /フラダンス /手話歌、落語、寸劇 /
和楽器演奏 /ハーモニカ演奏 /手話ダンス /ギター演奏
展示：工作品 /水彩画 /手芸作品 /パソコン作品 /
韓紙工芸品 /バトン衣装、小物 /手話展示 /座談会

11/5（土）、11/6( 日 )

10：00 ～ 16:00

１１月５日 ( 土 )

        ６日 (日 )開催

主催：中央公民館まつり実行委員会

　　　宝塚市立中央公民館（指定管理者 アクティオ株式会社）

　　　 宝塚市教育委員会

宝塚市立中央公民館

※ 駐車場（末広駐車場もしくは市役駐車場〈いずれも有料〉の

　　スペースが限られていますので、できるだけ公共交通機関

　　をご利用ください。

宝塚市末広町3番53号　0797-73-6600
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2022

公民館の
ホームページは
こちらから

公民館で活動しているグループが作品展示や実技発表など

日頃の活動の成果を発表します！ぜひご来館ください。

２階展示案内図

公民館まつり開催中も皆さまに安心してご来館いただけますよう、
努めておりますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、
宝塚市立公民館では兵庫県の感染拡大予防ガイド
ラインに基づき、 以下の取り組みを実施しています。

来館時の検温 マスクの着用 手指の消毒

２階

210 学習室

209 学習室

205 学習室

204 学習室

203 学習室208 学習室

休憩コーナー
自動販売機 /

男子お手洗い

女子お手洗い

202 学習室

201 学習室

和室

多目的お手洗い

エレベーター

２０１学習室

パソコンサークルひよこ
パソコン作品展示

２０３学習室

バトンチームオズ
衣装展示、小物展示販売
小物製作体験

バトンの演技を華やかにしてくれる
キラキラの衣装をご覧ください。
キラキラ小物づくりの体験もあります♪

２０２学習室

韓紙工芸クラブ
韓紙工芸品展と作品作り体験

韓国の伝統工芸の一つで、厚紙や
紋様をカットし韓紙に貼り合わせて
作品を作っています

（11/5 のみ）

宝塚ろうあ協会 /
　　宝塚市手話サークル連絡会
２０４学習室　展示と手話、点字体験

手話で話したり遊んだりと交流しながら
楽しく活動しています
手話があふれる宝塚を作っていきましょう

２０５学習室

ハンドワークの会
手芸作品展示

各々の得意なことを教え合い
作品を作っています
是非作品をご覧ください！

２０８学習室

紫紅
水彩画作品展示

毎回モチーフを見ながら会員一眼
となり楽しく画いています！

２０９、２１０学習室

工作同好会
工作品展示、製作体験

それぞれ好きなものをつくっています。
木工製作体験もあります、
ぜひ見に来てください！

（11/6　10:00 ～ 12:00 のみ）

和室

ハッピースマイル
ホッとひといきサロン
～いきいき生活するためのヒント～

明るく元気な家庭を目指して、
楽しくお勉強しませんか？

・・
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１１月５日（１日目） １１月６日（２日目）
9

10

11

12

13

14

15

16

こうべ邦楽ワークショップ
10:00▶10:30

［和楽器演奏］

オカリナを楽しむ会 「レインボー」

10:40▶10:55

［オカリナ演奏］

マーリエ　フラ　アウアナ
11:05▶11:35

［フラダンス］

宝塚ろうあ協会 /宝塚市手話サークル連絡会

11:40▶12:10

［手話歌 ・手話落語 ・寸劇］

宝塚すみれフラクラブ
13:00▶13:30

［フラダンス］

Aの会
13:35▶14:05

［ハーモニカ演奏］

えりサークル
14:10▶14:40

［フラダンス］

パデュシャ
14:45▶15:15

［朗読劇］

日本リズムダンススポーツ協会
15:20▶15:25

［ストリートダンス］

ピリアロハ
15:30▶16:00

［フラダンス］

宝塚サンバ協会
16:05▶16:20

［宝塚サンバ］

バトンチームオズ
10:10▶10:40

［バトントワーリング］

オカリーナすみれ
10:45▶11:00

［オカリナ演奏］

オカリナ ・キューピット
11:10▶11:３0

［オカリナ演奏］

美和きもの会
11:40▶12:10

［着物ショー］

手話ダンス　ハイビスカス
13:00▶13:30

［手話ダンス］

ギターアンサンブル宝塚
13:35▶14:05

［ギター演奏］

オカリナを楽しむ会 「エンジョイ」
14:10▶14:30

［オカリナ演奏］

やさしいフラダンス
14:35▶15:05

［フラダンス］

オカリナを楽しむ会「きらら」
15:35▶15:50

［オカリナ演奏］

High-Five
16:00▶16:20

［オカリナ演奏］

オカリナを楽しむ会「ファイブ・クローバー」
15:10▶15:25

［オカリナ演奏］

換気 ・消毒換気 ・消毒 換気 ・消毒換気 ・消毒

館長挨拶9:55▶10:00
館長挨拶10:00▶10:10

筝や三味線など和楽器を演奏

します。ぜひお聴きください。

こうべ邦楽ワークショップ

クラシックギターでポピュラーや

ラテン等いろいろやってます！

団員募集中！
ギターアンサンブル宝塚

舞台での発表は今回が初めて

です！一生懸命演奏します！

オカリナを楽しむ会『エンジョイ』

可愛さと元気あふれる

ステキな演技をお楽しみください。

バトンチームオズ

ワイワイガヤガヤと賑やかな練習会

愉快な仲間たちの演奏をお聞きください！

オカリナを楽しむ会『レインボー』

仲間との繋がりを大切に、

元気にオカリナ演奏を楽しんでいます

オカリーナすみれ仲良く楽しく、

今日も力を合わせて

　　　　演奏します！
オカリナ・キューピット

手話歌に簡単なステップを

つけたダンスを楽しんでいます

手話ダンス　ハイビスカス

和気あいあいとした中で時に

真剣に練習を重ねました！

フラが持つ魅力を伝えます。

やさしいフラダンス

心地いいハーモニーを目指して、

楽しくそして心を込めて演奏します
オカリナを楽しむ会

　『ファイブ・クローバー』

オカリナの音色に合う

いろいろな曲を楽しみながら

練習しています

オカリナを楽しむ会『きらら』 宝塚で活動しているオカリナ

アンサンブルグループです

今日も楽しく演奏します！

High-Five

着物を通しての日本文化、

マナー等を学び、自分にあった

着物の着方を楽しみます！

美和きもの会

楽しく踊りを身につけ、舞台で

踊る事に感謝して一生懸命踊ります。

宝塚すみれフラクラブ

たおやかなハワイの音楽に合わせて

心地よく癒されていくフラダンスを

一緒に楽しみましょう

マーリエ　フラ　アウアナ

複音ハーモニカの美しい音色に

魅せられた仲間が楽しく演奏します！

ハーモニカ同好会『Aの会』

フラを通して心まで豊かになれる様に

大切に練習してきました。

みなさんにこの思いが届きますように
えりサークル

今回舞台に立つのは 1 年・2 年と

未経験から練習を重ねてきた子ども達です。

精一杯演技します！
日本リズムダンススポーツ協会

みんなで楽しみながら、見る人も

踊る人も楽しいフラを目指し、

アロハの心、感謝の気持ちを込めて

踊ります。
ピリアロハ

宝塚サンバは様々なイベントで

好評を博してきました。心を込めて

踊ります、ぜひご覧ください！

宝塚サンバ協会

手話で話したり遊んだりと

交流しながら楽しく活動しています

宝塚ろうあ協会 /
　　宝塚市手話サークル連絡会

宝塚歌劇をはじめ、お芝居、歌、

ダンス好きの集まりです！

のんびり活動中♪ パデュシャ

１階ホールでの実技発表スケジュール
当日のスケジュールは予告なく変更される可能性があります
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プレイコーナー
（実技発表）


