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  事 業

  イベント

事　業　名 内　　　容 日　　程 場　　所 対　　象

平和推進事業
中学生を原爆の被災地である広
島へ派遣し、平和学習や記念式典
の出席などを行います。

8月5日（水）
  　6日（木）

広島県
広島市 飛島学園9年生6名

海外派遣事業
米国サンフランシスコ等を訪問
し、異文化交流・ホームステイ等
を行います。

8月19日（水）
  ～25日（火）

米国サンフラン
シスコ・
リオビスタ等

村内在住中学2年生の
合格者

友好都市
交流事業

友好自治体である豊根村や南種
子町と人と人との交流を通じて、
自治体間のつながりを深めます。

未定

愛知県
豊根村 未定

鹿児島県
熊毛郡
南種子町

飛島学園6年生
10名

子育て
スキルアップ事業

子育て
まかせてちょ

セミナー

子育て世代の疑問や悩みをスッキ
リ解消します。参加者同士で交流
し、子育てについて考えましょう。

詳しくは広報やホームページで、
お知らせします。

子育てネットワーカー
及び一般住民

イベント名 内　容 日　程 会　場 その他

文化協会
春の祭典 文化協会主催の春の発表会 5月23日（土）

  　24日（日）
中央公民館
ホール

どなたでもご来場いた
だけます
プログラムなど詳しく
は広報などでお知らせ
します

夏まつり 盆踊り・アトラクション・抽選
会など 8月8日（土）

南部運動場
雨天：
南部体育館

どなたでもご来場いた
だけます
プログラムなど詳しく
は広報などでお知らせ
します

飛島村聖火
フェスティバル

東京2020パラリンピック開催に
伴い、飛島村でも聖火イベント
を開催します！

8月15日（土）～
8月16日（日）

飛島村
総合体育館

どなたでもご参加いた
だけます
詳しくは広報、チラ
シ、HPでお知らせし
ます

村民体育祭
幼児から高齢者まで村民が一堂
に会して、様々な競技を行いま
す。地域の人達と力を合わせて
頑張りましょう！

10月11日（日）
予備日　なし 飛島学園運動場

村内在住の方は是非ご
参加ください
プログラムなど詳しく
は広報などでお知らせ
します

飛島村 生涯学習情報
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  親子ふれあい教室

  生きがい学習講座

教　室　名 内　　　容 日　　程
会　場 対　象
参加費 定　員

木工教室 ランドセルラックづくり 6月

中央公民館
美術工作室 学園1～6年生

2,000円／組 12組

パン教室 キャラクターパンづくり 未定

中央公民館
調理実習室 年中～6年生

500円／組 12組

講　座　名 内　　　容 日　　程
会　場 対　象
参加費 定　員

女性のための
DIY講座

女性でも簡単。マガジンラックづ
くり 6月6日（土）

中央公民館
美術工作室 18歳以上の女性

2,000円 10名

フラダンス教室 フラダンスで楽しくエクササイズ 6～7月

総合体育館
スタジオ 女性

2,000円 20名

ハワイアン
キルト教室 自分だけのハワイアングッズづくり 7～8月

中央公民館
美術工作室 どなたでも

2,000円 20名

アクセサリー
作り教室

ビーズや石でオリジナルアクセサ
リーづくり 9～10月

中央公民館
美術工作室 どなたでも

1,000円 14名

とびしま 元気通信
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教　室　名 内　　　容 日　　程
会　場 対　象
参加費 定　員

SALSATION®教室
（前期） 音楽に合わせて楽しく身体を動か

す有酸素系フィットネス！
運動不足解消・ストレス発散にお
ススメです♪

5～10月
毎週火曜日
全20回

19:30～20:30

総合体育館
スタジオ

村内在住・在勤
18歳以上の女性

4,000円 20名

SALSATION®教室
（後期）

10～３月
毎週火曜日
全20回

19:30～20:30

総合体育館
スタジオ

村内在住・在勤
18歳以上の女性

4,000円 20名

ライフロング
スポーツプログラム

（スポーツ）

生涯を通じて、健康の保持・増進
やレクリエーションを目的に「だ
れもがいつでも、どこでも気軽に
参加できる」教室です。子どもから
大人、スポーツが苦手な方にも楽
しめるようなプログラムが満載で
す！詳しくはチラシをご確認くだ
さい。8月には、教室生限定の自然
体験教室も開催予定。

1期：
5月～7月
2期：

９月～11月
3期：
1月～3月

総合体育館
南部体育館
南部運動場

どなたでも

各期：4,500円

大人、小・中学生
各20名
（計40名）

【村外定員 各5名】

ライフロング
スポーツプログラム
（フィットネス）

生涯を通じて、健康の保持・増進
やレクリエーションを目的に「だ
れもがいつでも、どこでも気軽に
参加できる」教室です。フィットネ
ス系種目のみを揃えた教室となっ
ております。詳しくはチラシをご
確認ください。

1期：
5月～7月
2期：

９月～11月
3期：
1月～3月

総合体育館
スタジオ どなたでも

各期：4,500円 20名(大人限定)
【村外定員 各5名】

飛島陸上教室

「走る」だけでなく、「跳ぶ」「投げ
る」にもチャレンジできます。走る
のが大好きな方・苦手な方、誰も
が参加できる楽しい教室です！【で
きない】を【できる！できた!!】に
変えてみよう★

8月～　全5回
低学年：

18:00～19:00
高学年：

19:15～20:15

南部運動場
（南部体育館）

在住・在学
小学生

2,000円 各20名

  生涯スポーツ教室

※ 事業・イベント・親子ふれあい教室・生きがい学習講座・生涯スポーツ教室についての
最新情報は、ホームページをご確認ください。

飛島村 生涯学習情報
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部会 ク　ラ　ブ　名 活　動　日　時 活　動　場　所 講師（敬称略）

文
　
　
　
化

手芸クラブ 第１・３　水　  9:00～12:00 中央公民館2階　学習室 平野　広美

和紙絵の会（ちぎり絵） 第３　　　水　13:30～15:30 中央公民館2階　美術工作室 立松　友彩

飛島写真クラブ 第３　　　水　19:00～21:30 中央公民館2階　美術工作室 加賀　幸治

料理クラブ 第３　　　木　  9:30～15:30 中央公民館2階　調理実習室 竹田　敬子

レザークラフト（革工芸）クラブ 第１・３　木　  9:30～15:00 中央公民館2階　美術工作室 ─

アートフラワークラブ 第２　　　金　13:30～17:00 中央公民館2階　美術工作室 山口　初子

茶道クラブ（松尾流） 第１～４　金　18:00～21:30 中央公民館3階　和室 門野　堯子

英会話クラブ 第１～４　金　19:00～21:30 中央公民館2階　学習室 山本高敬JON

ティアレハワイアンキルト 第１・３　金　19:00～21:00 中央公民館3階　第2会議室 伊藤　由香

囲碁・将棋クラブ 毎週　　　土　  9:00～12:00 中央公民館3階　和室 ─

短歌クラブ 第３　　　土　10:00～12:00 中央公民館1階　会議室Ａ 大塚　寅彦

陶芸クラブ 第３　土・日　13:30～16:30 中央公民館2階　美術工作室 原田　省平

書道クラブ（毛筆・硬筆） 第１・３　土　19:00～21:30 中央公民館2階　学習室 小磯　飛江

墨翔会 第２　　　土　  9:00～12:00 中央公民館2階　学習室 犬飼　敏光

いけ花クラブ（ＭＯＡ） 第２・４　日　  9:00～11:30 中央公民館2階　美術工作室 佐野　孝子

男の料理クラブ 第４　　　日　  9:00～14:00 中央公民館2階　調理実習室 竹田　敬子

菊クラブ 随　時 中央公民館1階　会議室Ａ 長谷川公雄

芸
　
　
　
能

三味線クラブ 毎週　　　火　19:30～21:30 中央公民館3階　第3・4会議室 蟹江　尾八

フラ・マヒナ 第1・3・4　火　19:00～21:30 中央公民館3階　音楽レクリエーション室 里見　幸子

民踊クラブ 第１～４　水　19:00～21:30 中央公民館3階　音楽レクリエーション室 服部豊淑利

詩舞クラブ 第１～４　水　18:00～20:15 中央公民館3階　第3・4会議室 橋本与宇華

フラウェンコーアとびしま
（コーラス） 第１～４　木　19:30～21:30 中央公民館1階　リハーサル室 国藤真理子

日下久美代

詩吟クラブ 第１～４　木　  9:30～11:30 中央公民館3階　第1会議室 横井　敬司

いきいき民踊クラブ 第1・2・4　金　13:00～15:00 中央公民館3階　音楽レクリエーション室 服部豊淑利

民謡クラブ 毎週　　　金　19:30～21:30 中央公民館3階　第3・4会議室 蟹江　尾八

大正琴クラブ 第１・３　土　15:00～16:30 中央公民館2階　学習室 山田　哲男

ドレミファ会（カラオケ） 第２・３　土　19:00～21:30 中央公民館3階　音楽レクリエーション室 小川長太郎

クラシックバレエ教室 毎週　　　日　12:45～16:45 総合体育館1階　スタジオ 伊藤真理子

郷土
芸能

元松神楽太鼓保存会 毎週　　　木　19:00～21:00 中央公民館3階　音楽レクリエーション室 服部　孝次

海東流古政神楽太鼓保存会 毎週　　　金　19:30～21:00 古政成公民館 佐藤　圭司

  文化協会 紹介

※会員募集中

とびしま 元気通信
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  スポーツ協会 紹介

  スポーツクラブとびしま

　連盟・協会　

　育成クラブ　

　スポーツ少年団　

団　体　名 活　動　日　時 活　動　場　所
軟式野球連盟 毎週　日 東グランド

ソフトボール協会 随時 古台ソフトボール場
新政公園

バレーボール連盟 毎週　火・金　19：30～21：30 総合体育館　体育室
サッカー協会 随時 三福サッカー場
インディアカ協会 毎週　土　14：00～18：00 総合体育館　体育室
グラウンドゴルフ協会 毎週　土・日・祝　7：00～9：00 古政公園

ソフトテニス協会
毎週　水　19：00～21：00
　　　土　13：00～17：00
　　　日　10：30～13：00

村民庭球場

カローリング協会 毎週　木　19：00～21：00 総合体育館　体育室

団　体　名 活　動　日　時 活　動　場　所

剣道クラブ 毎週　土　18：30～20：00 総合体育館　柔剣道場
空手道クラブ 毎週　木　18：30～21：00 総合体育館　柔剣道場
水泳クラブ 毎週　火　19：00～21：00 温水プール
硬式テニスクラブ 毎週　土　18：00～21：00 村民庭球場
バドミントンクラブ 毎週　木　19：00～21：00 総合体育館　体育室

陸上クラブ 隔週　金　19:30～21:00
　　　日　14:00～15:30 南部運動場

団　体　名 活　動　日　時 活　動　場　所
サッカー
スポーツ少年団

第2・4　土・毎週　日
　　　　　　　9：30～12：00 大宝サッカー場

テニススポーツ少年団 毎週　　　日　9：00～10：30 村民庭球場

ミニバスケットボール
スポーツ少年団

毎週　土・日　9：00～16：00
　　※低学年　9：00～12：00
毎週　水　　 19：00～21：00

南部体育館

剣道スポーツ少年団
第1・2・4・5　土
　　　　　　18：30～20：30
毎週　日　　10：00～12：30

総合体育館　柔剣道場

〈受付・お問い合わせ先〉
スポーツクラブとびしま≪飛島村総合体育館1階≫
〒490－1436　　愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
Tel.0567-52-4344　　Fax.0567-52-0057

〈受付時間〉
火曜日～金曜日　　15：00～17：30
土曜日　　　　　　  9：00～12：00

〈休館日〉
日曜日、月曜日、祝日、年末年始、特別期間（詳しくはホームページをご覧ください）
　ホームページ　http://sportsclub-tobishima.jimdo.com/

総合型地域スポーツクラブ

飛島村 生涯学習情報

会員
募集中!



7

温水プール　☎52-4332

●開館時間　火曜日～金曜日：午後1時～午後9時
　　　　　　土曜日：午前10時～午後9時
　　　　　　日曜日・休日：午前10時～午後6時
●村民利用日　村内在住・在勤者のみ利用可
　　　　　　 火曜日 ※休日及び小中学校夏季休業中の期間

を除く
●休 館 日　月曜日
　　　　　　※休日の場合は火曜日を除く次の平日
　　　　　　年末年始（12／28～1／4）　水入替休館
●そ の 他　詳しくはカレンダーをご覧ください

飛島村Webページ：http://www.vill.tobishima.aichi.jp/　※休日…国民の祝日に関する法律に規定する休日（月曜日を除く）

図　書　館　☎52-4333

●開館時間
　火曜日～金曜日：午前10時～午後6時
　土曜日・日曜日・※休日：午前9時～午後5時
●休 館 日　月曜日　 ※休日の場合は次の平日
　　　　　　年末年始（12／28～1／4）
　　　　　　館内整理日・特別整理期間
●そ の 他　詳しくはカレンダーをご覧ください

運動広場　☎52-3351

●開館時間　午前9時～午後9時
　　　　　　※ナイター設備の無い施設は日没まで
　　　　　　※ 東グランドは４～10月の期間でナイター

利用可
●休 館 日　月曜日　
　　　　　　年末年始（12/28～１/４）
●団体登録　 運動広場を利用する際は、事前に団体登録が

必要です
●使用申請　使用日の前月の15日から使用日の前日まで
　　　　　　※休館日の場合は次の開館日から

大宝排水機場保存館　☎52-3351

●開館時間　水～日　午前9時～午後5時
●休 館 日　月・火曜日　
　　　　　　年末年始（12/28～１/４）
●そ の 他　 見学希望の方は中央公民館までご連絡くださ

い

総合社会教育センター　☎52-3351
（中央公民館・総合体育館） 　　　　　　

●開館時間　火～土　　午前９時～午後9時30分
　　　　　　日・休日　午前９時～午後5時
●休 館 日　月曜日　
　　　　　　年末年始（12/28～１/４）
●使用申請　使用日の前月の15日から使用日の前日まで
　　　　　　※休館日の場合は次の開館日から

公民館分館　☎55-1071

●開館時間
　常時　　　　　　　　火～土　　午前9時～午後5時
　予約がある場合のみ　火～土　　午後5時～午後9時
　　　　　　　　　　　日・休日　午前9時～午後5時
●休 館 日　月曜日　
　　　　　　年末年始（12/28～１/４）
●使用申請　使用日の前月の１日から使用日の３日前まで
　　　　　　※休館日の場合は次の開館日から

  飛島村施設案内

とびしま 元気通信
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梅之郷

木場1丁目

桜木大橋北

飛島大橋南重宝

大宝
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飛島大橋
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★ ★
★ ★
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飛島聖苑
（火葬場）

梅之郷公園

南竹之郷公園南竹之郷広場
輪中堤プロムナード

新政公園
新政成こども広場

古政公園

三福公園

飛島村役場竹之郷公園

松之郷公園

渚公園
渚いなほ
公園

服岡広場

飛島保育園元起公園

運動の森公園海部南部消防本部
伊能忠敬
測量之跡

大宝公園

飛島学園
産業会館

ふれあいの郷

第一保育所
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  飛島村施設マップ

◦総合社会教育センター／(0567)52－3351
　中央公民館・総合体育館
◦運動広場／(0567)52－3351
　東グランド・三福サッカー場・大宝サッカー場・
　村民庭球場・古台ソフトボール場
◦南部運動場／（0567）52-3351
◦南部体育館／（0567）52-3351
◦村指定文化財／(0567)52－3351
　大宝排水機場保存館・一切経蔵・孝女和喜之碑・六角れんが蔵・
　奥田翁碑・津金文左衛門胤臣像・津金君遺愛碑・元松地蔵
◦公民館分館／(0567)55－1071
◦すこやかセンター
　温水プール／（0567）52-4332
　図書館／（0567）52-4333

飛島村 生涯学習情報

とびくん

しまちゃん


