
メレ・オハナ・ガラット Ｇ・ハワイアン

ズ  茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ 

ひまわり愛児園父母の会  聖風会 

古典を読む会  キッズフラ Lanakila 

Mama Style から草 アート・RIE パ

ッチワークサークル  ハレアカラ  メ

レ・オハナ・ガラット Ｇ・ハワイアンズ 

茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ  ひ

まわり愛児園父母の会  聖風会  古

典を読む会  キッズフラ  Lanakila 

Mama Style から草 アート・RIE パ

ッチワークサークル  ハレアカラ  メ

レ・オハナ・ガラット Ｇ・ハワイアンズ 

茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ  ひ

まわり愛児園父母の会  聖風会  古

典を読む会 キッズフラ Ｌａｎａｋｉｌａ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



りよこんレポート 20 号 
 

平成 30 年度代表・副代表のあいさつ 

 

代  表   宮崎 洋  

（メレオハナ・ガラット） 

今年度「りよこん」の代表を務めることになりました宮崎です。

メレオハナ・ガラットに所属しており、ハワイアン音楽が好きという

だけで、楽しんでいる者です。 

公民館を利用する皆様同志の交流が更に深まるように、何

かお役にたてればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

副代表  白幡 弘明  

（G・ハワイアンズ） 

今年度の「りよこん」副代表のＧ・ハワイアンズ 白幡です。 

よろしくお願い致します。 

皆様のご協力をいただき、南湖公民館の地域の皆様、サークル

の方々のために貢献出来るよう努力致します。 

皆様のご協力よろしくお願い致します。 
 

副代表  増田 究美  

（茅ヶ崎ロープスキッピングクラブﾞ） 

７年前、全日本大会に出場するも、団体登録するには人

数が不足と体育館借用が難しい中、南湖公民館を借りられて、

アジア大会に向け子どもたちがなわとびの練習に励むことができ

た日のことは今も感謝の念に堪えません。 

私たちのような者も温かく迎え交えてくださった公民館のよりよ

い活動を推進手助けするための利用者懇談会の存在は、利

用者が主体的に地域連携して気持ちよく交流活動を広げていけ

る風通しのよいものであると実感しています。 

りよこん役員２年目で副代表というお役ですが、新旧の別なく、

各サークルの皆様と南湖公民館の発展のためのお手伝いができま

すように、ご意見をいただきながら責務を果たしていく所存です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 



りよこん 1 年の流れ 

 

 

平成 30 年度の活動  

 

4 月  第 1 回全体会  

平成３０年度 4 月１４日(土)利用者説明会終了後に開催  

＊前年度の活動報告  

＊新年度の役員紹介・りよこん行事予定について 

 

5 月  第 1 回役員会  

平成３０年 5 月２６日(土)10：00～ 

＊新役員の役割分担  

＊りよこんレポート発行について 

 

9 月  第 2 回役員会  

平成３０年 9 月１６日(日)10：00～ 

＊りよこんレポート発行について 

 

11 月  第 3 回役員会  

平成３０年１１月１０日(土)10：00～ 

＊大掃除について 

＊公民館まつりについて 

 

12 月  第 2 回全体会  

平成３０年１２月８日(土)大掃除終了後開催     

＊大掃除の反省会  

＊公民館まつりについて 

 

1 月  第 4 回役員会  

平成３１年 1 月１２日(土)10：00～ 

＊次年度役員改正について 

 

2 月  第 3 回全体会  

平成３１年 2 月１６日(土)10：00～ 

＊次年度役員改正について 

＊公民館からのお知らせ   

 

3 月  公民館まつり 



りよこんの活動  

～りよこんって何をしているの？～ 

 

りよこん全体会  

一年間に３回、すべての公民館登録サークル代表者の方に集まっていただき、開催して

います。ここではりよこん役員の紹介や大掃除、次年度役員選出についてなどの連絡が行

われています。 

また、公民館運営審議会や茅ヶ崎市内の公民館５館利用推進連絡会の報告も行

われます。そのほかに、公民館利用者の数少ない意見交換の場にもなっています。なお、今

年度から全体会の議事録を各サークルへ配布させていただくことになりました。全体会を都

合により欠席された場合や前回の内容確認、次年度へのサークル内の引継ぎなどにご利

用ください。 

 

役員会＆りよこんレポート編集委員会  

役員会は全体会開催の前にその内容確認を中心として、年４回予定されています。

行事の際にご協力いただくみなさんが戸惑わ

ないように内容の確認をしたり、活動からでて

きた問題点や要望について公民館と話し合っ

たりしています。編集委員会では、その年度

発行のりよこんレポートの内容が話し合われま

す。毎年、多くの方に公民館での活動を知っ

ていただく手段として、サークル紹介のページを設けています。ぜひご利用ください。  

 

 



「みんなの声」のご紹介  

みなさんは、南湖公民館ロビーにおかれている投書箱を知っていますか？ 

この箱は、みなさんが公民館を気持ちよく利用するために感じたこと、考えたことを、りよこ

ん役員会や公民館に伝える窓口としておかれています。りよ

こん全体会には、代表者のみの出席となり、そのほかの利用

者多くの方の意見を聞く場所がありません。日々の公民館

利用でその時に気付いたことをそのままにしないで言葉にして

みませんか？また、りよこん主催の全体会や大掃除について

も意見を募集しています。残念ながら、現在その利用は少な

く、もしかしたら存在を知らない利用者の方もいるかもしれま

せん。ぜひ、探してみてください。 

 

「りよこんレポート」について 

この数年間、夏から秋にかけて「りよこんレポート」を発行してきました。サークル紹介のペ

ージでご協力いただいたサークルの方は、そのページを開いた方も多いと思います。反対に、

サークルの代表者になって初めてその存在を知る方もいるのではないでしょうか？ 

今回のりよこんレポートも、利用者のみなさんの声をできるだけ反映させたいと編集委員

会で話し合い、２０号として発行することができました。皆様のご協力に感謝いたします。 

 

平成 30 年度利用者懇談会役員サークル一覧表  

 

代 表　　編集委員 メレ・オハナ・ガラット

副代表　編集委員 Ｇ・ハワイアンズ

副代表　編集委員 茅ヶ崎ロープスキッピングクラブﾞ 編集委員 古典を読む会

編集委員 キッズフラ　Lanakila

書　記 編集委員 Mama  Style

書　記 編集委員 から草

書　記 編集委員 アート・RIE

書　記 編集委員 パッチワークサークル

書　記 編集委員 ハレアカラ

書　記 編集委員 茅ヶ崎・宮澤賢治の会一般社団法人湘南青色申告会

建設組合茅ヶ崎分会

ひまわり愛児園父母の会

聖風会

タイニーチェアー

Homes-01



 
さわやか体操会（リズム体操） 

 

健康作り、仲間作りのため、リズム体操、スト

レッチ、フォークダンスを楽しく、気持ちよくイキイキ

と先生の御指導の元、行っています。 

対象は中高年齢者です。いつでも無料体験

できます。新しい方の参加をお待ちしています。 

連絡者：渡辺（代表） 

0467-58-9343 090-8002-0957 

 

 

マハロ（ウクレレ） 

 

今はハワイアンソング 180 曲程ある楽譜集（ハワイ語歌詞付き）をのんびり 2～3 曲、

ウクレレを弾きながら歌っています。時には唱歌、ポピュラーソング、歌謡曲などもやりますが、

なかなか思うようにはいきません。興味のある方はご連絡下さい。 

連絡者：鬼原（代表） 0467－83－5502 

 

 

めだかクラブ（子育てサークル） 

 

0 歳～就園前の子ども&ママの育児サークルです。

南湖公民館の保育室で、季節に合わせた制作物・

イベントを子どもと行ったり、気候が良ければ公園で

遊んだりしています。子どもたちは、毎週遊べるお友

達が出来るので、楽しんで通ってくれます♪小規模

団体なので、ママ同士も仲が良いのが自慢です♪ 

◎活動日時→毎週水曜日 10：30～12：00 

※お弁当を持参して 14：00 まで利用可。 「まずは見学から」も大歓迎！ 

◎お問合せはメールでどうぞ！ medakaclub_nango@outlook.com 代表者坂本  

 

 

南湖太極拳同好会（太極拳） 

 

 会員 11名、簡化 24 式、簡化 48式、32式剣、楊式を先生の熱心なご指導で練習

しています。1 年に 1 回平塚サンライフアリーナで各教室の交流表演会が行われます。秋に

は中国の先生をお招きしての講習会が開かれ、直接指導を受ける事が出来、中国の先

生の太極拳を見る事もできます。奥深い太極拳をやってみませんか！見学も OK です。 

連絡者：和田（代表）0467-83-3314 

サークル紹介 
 

mailto:medakaclub_nango@outlook.com


混声合唱団ラマーレ（合唱） 

 

「海」という意味を持つ混声合唱団ラマーレ

は、20 年前南湖公民館で産声をあげました。 

初代根本和子先生、現在の田端裕子先

生にご指導頂き歌い続けています。公民館まつ

り、サウンドコースト、市民合唱祭、みなとみらい

シニア合唱祭等に参加して、歌のレパートリーを

広げています。今年はオリジナルの「ラマーレ茅ヶ

崎音頭」：作詞  矢代治夫（団員）、作曲  

田端裕子、振り付け  高橋絹江（団員）：

をメインに活動し、茅ヶ崎の魅力を伝えたいです。   

連絡者：八十島（代表）0467-82-5046 

 

 

南湖会（囲碁） 

 

囲碁はゲームとしても面白いですし、普段の生

活でもボケ防止等に役立ちます。毎週日曜日の

他、公民館まつりに初心者向け囲碁教室、囲碁

大会で和気あいあいムードの中にも勝負に一喜一

憂しています。対外活動で、春、秋に市民大会

（市と教育委員会後援）に毎回参加し、今春

団体戦で敢闘賞、個人戦で準優勝 1 名と好成

績でした。又、西浜中に出前し、やさしい囲碁講

座を若い人達に知ってもらい地域の活性に取り組

んでいます。 連絡者：高祖（代表）0467-85-7854  

 

 

茅ヶ崎写友会（写真） 

 

会員 :「ピントや色は綺麗に出ているんですが、

何も伝わってこないんです。どうしたらよいですか。」 

先生 :「シャッターを押す前に、自分が感じた被

写体は何か？主役・脇役を見つける。そしてどう撮

るかをまず考えましょう。好きなように撮りましょう。テ

クニックは後から身につきます。比處でお話しする、

構図、トリミング、色調などのことは上の話しを補完

する一部にすぎません。」こうした熱いやりとりが、月例会の作品講評に繰り返されます。写

真の好きな方、どうか見に来てください。大歓迎です。 

連絡者：石田（代表）0467-86-0576 

 

公民館まつり囲碁大会の様子  



みんなで元気になる会（ヨガストレッチ） 

 

ヨガストレッチ教室です。ひとりではできなくてもみんなでやれば続けられます。  

みんなで元気になりましょう。 

連絡者：木佐森（代表）0467-86-0679 

 

 

南湖短歌会（短歌） 

 

短歌を学んでいる会です。日々折々、心に感じる思いや内心を歌にして、月 1回歌会を

開いています。会員は６人程の小さな会ですが、青木吉之助さんにご指導いただきながら

和やかな雰囲気の中で楽しんでいます。会員を募集中です。まず見学を。心よりお待ちして

おります。 連絡者：藤間（代表）0467-82-1779 

 

 

湘南ブルワーズ倶楽部（ビール造り） 

 

南湖公民館行事（ビール造り）の参加者を中心に、

2009 年 11 月 20 日に 11 名の会員で発足。会の名

称はビール製造者「ブルワーズ」由来。部是は「よっぱらい

は日本を豊かにする」。 

年２回ビール、ワインを醸造（仕込、瓶詰）し、試飲

会を兼ねた忘年会で味を楽しんでいる。本業以外の活動

は、春は住吉神社でのお花見、夏～秋は会員別邸で合

宿し、ビール会社工場見学、観光、女性会員の創作料理

を肴にアルコールを楽しんでいる。年間を通し部是を実行して

いる愛飲家グループです。 

湘南ブルワーズ倶楽部代表  小野間恒夫  

 

 
ベル･ドーナツ（ハンドベル） 

 

音楽が好きな仲間が集まり、ベルを 1本

ずつ鳴らしたら、ドーナツのようにつながり、

輪ができました。ミュージックベルの響きに魅

せられて三年経ちます。公民館まつり、サウ

ンドコースト、星のコンサートなどで演奏する

度、ベルの音が会場へ広がっていく快感を

味わい、止められません（笑）。練習は

「あっ鳴らすの忘れた」と、ゲラゲラ笑いの連続です。ご興味のある方、一度ベルを握ってみて

下さい。楽しいですよ！ 連絡者：八十島（代表）0467-82-5046 

 



 フイケ アオ アロハ フラサークル ハウオリ（フラ） 

 

フラが好き、楽しいことが好き。アロハな仲間で、笑顔で練習しています。イベント参加や

施設訪問ボランティアへの積極的な参加も楽しみの一つです。日常ではあまり言ってもらえ

なくなった「かわいい!!」「キレイ!!」「素敵!!」を連呼してもらえるなんて、毎日がキラキラと輝き

だしますョ～。見学、体験いつでもお待ちしております。 

連絡者：山口（代表）090-6319-3307 

 

 
ルアナ・メレ（ウクレレ） 

 

毎週水曜日午前中、荒川先生の指導のもとハワイアンはもとより歌謡曲・童謡など、ウ

クレレを弾いて皆で歌って、名前（ルアナ・メレ＝ハワイ語で歌を楽しむ仲間たち）の通り和

気あいあい楽しく練習しております。関心のある方は、見学にお出で下さい。 

連絡者：平野（代表）090-8807-1819  

  

 
武心塾（空手） 

 

幼年（小学未就学児）・小学生を専門

として活動している実際に突いたり、蹴ったり

する直接打撃制、フルコンタクトと呼ばれる空

手の団体になります。 

連絡者：馬場(代表) 090-6491-5600 

 
 

2018 年度は既に以下の全日本トーナメントへ

の出場権を獲得しました。 

第 23 回極真グランドチャンピオン決定戦 

第 4 回Ｊｒ．KARATE REAL CHAMPIONSHIPS 

2018 年 1 月～ 7 月までの各種大会における入賞歴は以下の通りです。 

2018. 1.14 第 2 回関東ルーキー4 チャンピオン空手道選手権大会  

小学１年初心クラス第３位 小学３年初心クラス優勝  

2018. 2. 4 第 4 回総極真関東空手道選手権大会 小学 2 年選抜クラス ベスト８賞 

2018. 3.11 武将杯争奪少年少女空手道選手権大会初代王者決定戦   

小学１年初級クラス第３位 

2018. 3.18 第 17 回ジュニア空手道選手権大会小田原攻め  小学 1 年 B クラス準優勝   

小学 2 年 B クラス第 3 位  小学 3 年 B クラス優勝 

2018. 4. 1 第８回全千葉極真空手道選手権大会 小学２年選抜クラス優勝  

小学２年選抜クラス準優勝 

2018. 5.27 第 7 回総合空手道選手権大会 小学 2 年初心クラス優勝 

2018. 6.17 第 8 回東海・南関東空手道選手権大会（主催：静空塾）   

小学２年初級第３位 小学３年初級優勝  小学４年初級優勝 

2018. 7.29 第 1 回リアルチャンピオンシップ東京選抜大会  小学 2 年初級優勝   

小学３年選抜クラス 準優勝 小学４年選抜クラス準優勝  



認定ＮＰＯ法人ゆい（海岸植物の保全） 

 
茅ヶ崎市主催茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡

会共催・湘南海上保安署協力でサザンビーチを

中心に 5 月 27 日（日）ビーチクリーンが開催さ

れ、同時に「海辺植物保全のための除草イベント」

が行われました。《ゆい》はその除草イベントに指導

参加し、南湖地区住民の方々や南湖中町こども

会の親子さんたちと一緒になって汗を流しました。

場所は漁港北側サイクリングロード沿いで《ゆい》は

この場所で植栽会や観察会も開催しています。どなたでも参加自由ですので、是非ご参加

下さい。 

連絡者：荒井（代表）0467-83-0335 

 

 

 

クラブ科学教室（電子工作指導） 

 

私たちは市内在住の小学校 4～6 年生を対

象に、電子回路の工作教室を「NPO ちがさき学

童保育の会」の協力を得て、同事務所で実施し

ております。「見えないものを見てみよう」という命題

の基にこれまで静電気センサー、磁気センサー、光

通信器、心拍センサー等をオリジナルの教科を考

えて提供しております。南湖公民館では会議室、

学習室を利用させていただき、教材のアイディアや電子回路の検討、教材の袋詰め等の

「科学教室」の準備に使用させていただいております。これからもよろしくお願いいたします。  

代表  森  

  

 

音楽サークル Fiesta（親子リトミック） 

 

今年発足したばかりの新しい音楽サークルです。

現在お友達を大募集しています！親子の触れ合

いを大切にリトミックレッスンをします。楽しく遊びな

がら脳の発達や身体能力を高めます。音楽の要

素はもちろん、数や色など一般知識も自然に身に

付きます。全身を使ってのびのびと表現する姿はか

わいいですよ。我が子の成長を一緒に感じながら、

充実した時間を過ごしませんか。 

連絡者：中村（代表）090-3544-4107  



団体・サークル名 分類 活動内容

九ッ九サークル 1 家庭・日常 料理

てしお会 1 家庭・日常 料理

藤沢友の会茅ヶ崎方面 1 家庭・日常 衣食住・家計・子供の勉強

湘南ブルワーズ倶楽部 1 家庭・日常 手造りビール

上町婦人会 2 市民・社会生活

建設組合茅ヶ崎分会 2 市民・社会生活 集会

新日本婦人の会 ひばり班 2 市民・社会生活 勉強会

南湖地区まちぢから協議会 2 市民・社会生活 南湖地区の自治・福祉活動

湘南・絵本とお話の会 3 育児・教育 絵本の読み聞かせ

めだかクラブ 3 育児・教育 子育てサークル

ポッポランド 3 育児・教育 育児サークル

しのぶ会 3 育児・教育 保育園の謝恩会の話し合い

レイナニ会 3 育児・教育 0～3才児の母子の交流

ひまわり会 3 育児・教育 子育て座談会

こども応援丸 3 育児・教育 学習支援活動

ひまわり愛児園父母の会 3 育児・教育 出し物の練習やバザーの準備等

親子サークル　ひまわり 3 育児・教育 親子で楽しむお遊びサークル

西浜フレンズ 3 育児・教育 ママサークル（ダンス・ミーティング）

浜見平保育園父母の会 3 育児・教育 父母会

手話サークルほほえみ 4 福祉・人権 手話の勉強

南湖地区社会福祉協議会 4 福祉・人権 地域社会福祉活動の推進

なかまの家「南湖」 4 福祉・人権 仲間との和づくり

下町長栄会 4 福祉・人権 高齢者の集い、友愛訪問活動等

地域包括支援センターれんげ 4 福祉・人権

青鳩 5 健康・スポーツ ピンポン

さわやか体操会 5 健康・スポーツ リズム体操

ゆりの会 5 健康・スポーツ 健康の為体を動かす

西浜太極拳サークル 5 健康・スポーツ 太極拳

藤の会 5 健康・スポーツ ヨーガ

南湖太極拳同好会 5 健康・スポーツ 太極拳

ヨガ同好会 5 健康・スポーツ ヨガ体操

リフレッシュ同好会 5 健康・スポーツ ヨガ体操

りんどう 5 健康・スポーツ 卓球練習

湘南レスポワール 5 健康・スポーツ 健康になるための体操

みんなで元気になる会 5 健康・スポーツ ヨガストレッチ等

西浜サンダーズ 5 健康・スポーツ 少年野球チーム

ハッピーライフ 5 健康・スポーツ 太極拳

Mama  Style 5 健康・スポーツ ヨガ体操

聖風会 5 健康・スポーツ 空手道の練習

茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ 5 健康・スポーツ フリースタイルなわとび

ふれあい健康友の会 5 健康・スポーツ 会員市民への健康周知

から草 5 健康・スポーツ 体操

湘南からくさ 5 健康・スポーツ 健康体操

a.b.cindy'ｓ 5 健康・スポーツ ヨガ

楽楽気功 5 健康・スポーツ

武心塾 5 健康・スポーツ 空手の稽古

南湖公民館団体・サークル一覧



団体・サークル名 分類 活動内容

青葉卓球同好会 5 健康・スポーツ 卓球

周五クラブ 5 健康・スポーツ 空手の練習

サウンドヒーリング 5 健康・スポーツ 瞑想・サウンドバスにいるヒーリング

チームＭＡＳＡ 5 健康・スポーツ

知道館 5 健康・スポーツ 空手練習

「一より習う」 6 演劇・舞踏・ダンス ソシアルダンス

ダンスサークル ・ソワール 6 演劇・舞踏・ダンス 社交ダンスの練習

茅ダンシング 6 演劇・舞踏・ダンス 社交ダンス

フイ・オ・ヒイレイ・マヌ・イヴァ 6 演劇・舞踏・ダンス フラダンス

欽ちゃんを愛する会 6 演劇・舞踏・ダンス 仮装大賞出場を目指す

タイフーン 6 演劇・舞踏・ダンス ダンス

Homes-01 6 演劇・舞踏・ダンス 演劇活動

ハワイアンフラ Punahele 6 演劇・舞踏・ダンス フラダンス

キッズフラ　Lanakila 6 演劇・舞踏・ダンス 子どものフラ

フラ・ハラウ・オ・カハラオプナ 6 演劇・舞踏・ダンス フラダンス

フイ ケ アオ アロハ フラサークル ハウオリ 6 演劇・舞踏・ダンス フラの練習

カロケメレメレ フラサークル 6 演劇・舞踏・ダンス フラダンス

フロル　ノーチェ 6 演劇・舞踏・ダンス

ダンスサークル Flesh Juice 6 演劇・舞踏・ダンス キッズレゲエダンス

ムーン・エンジェル 6 演劇・舞踏・ダンス カントリー・ダンス

宙遊フラ 6 演劇・舞踏・ダンス

NANGOバレエアーツ 6 演劇・舞踏・ダンス バレエ

ナオピオ　茅ヶ崎クラス 6 演劇・舞踏・ダンス フラダンス

浜見こどもダンスクラブ 6 演劇・舞踏・ダンス

フラ・モキハナ 6 演劇・舞踏・ダンス フラダンス

Yasutaka 6 演劇・舞踏・ダンス 演劇の練習

ミニミニ 6 演劇・舞踏・ダンス ダンス（子ども）

湘南はまゆう 7 音楽 合唱芸術の追及

スウィングアロハ 7 音楽 ハワイアン器楽練習

南湖ギター倶楽部 7 音楽 ギター

マハロ 7 音楽 ウクレレ演奏の練習

モアナ・ハワイアンズ 7 音楽 ハワイアン

レンダース 7 音楽 楽器練習

Poco a Poco 7 音楽 ピアノ

混声合唱団　ラマーレ 7 音楽 コーラス

フルート愛好会 7 音楽 フルートアンサンブル

しおさいハーモニー茅ヶ崎 7 音楽 ハーモニカの練習・親睦

See You Again 7 音楽 健康の為に楽しく歌う

Ｇ・ハワイアンズ 7 音楽 バンド練習

アコ・ブリランテ 7 音楽 アコーデオン

南湖楽器練習サークル 7 音楽 楽器練習

ファミリー・アンサンブル 7 音楽 管楽器アンサンブル

湘南弦楽同好会 7 音楽 楽器の練習

ハレアカラ 7 音楽 音楽の練習

タイニーチェアー 7 音楽 リコーダーアンサンブル

メレ・オハナ・ガラット 7 音楽 ハワイアンバンド

マタニティ シンギング 7 音楽 妊婦さんが集まり楽しく歌を歌う



団体・サークル名 分類 活動内容

ルアナ　メレ 7 音楽 ウクレレサークル

湘南コラリアーズ 7 音楽 女声合唱

じゃんか 7 音楽 軽音楽

ひびき 7 音楽 大正琴

ベル・ドーナツ 7 音楽 ハンドベル

笛なかま　えぼし 7 音楽 尺八・オカリナ練習

コール　シュテルネ 7 音楽 合唱の練習

Palm jam session 7 音楽 ボサノバの練習

アンサンブル・ピノッコリーナ 7 音楽 室内楽練習

湘南BB 7 音楽 ウクレレ練習

茅ヶ崎オペラ 7 音楽 歌唱

湘南Vnアンサンブル 7 音楽 弦楽器の練習

ウクレレウエマツ 7 音楽 ウクレレ

音楽サークル　Fiesta 7 音楽 リトミック・アンサンブル練習

茅ヶ崎写友会 8 絵画・写真 月例会・写真展・撮影会

アート・RIE 8 絵画・写真 絵画習作

南湖短歌会 9 俳句・短歌・川柳 短歌の作成観賞

俳句の会 9 俳句・短歌・川柳 俳句

南湖愛吟会 10 謡・詩吟 詩吟発表交流

かえるの会 11 手芸・工芸 おりがみ

パッチワークサークル 11 手芸・工芸 キルト製作

秋桜会 11 手芸・工芸 ボランティア

ペーパークラフト　フルール 11 手芸・工芸 ペーパークラフト

南湖書道会 12 書道・茶道・華道 書道

こども習字南湖 12 書道・茶道・華道 書道

南碁会 13 将棋・囲碁・麻雀 囲碁対局交流

南湖スパローズクラブ 13 将棋・囲碁・麻雀 親睦麻雀ｸﾗﾌﾞ

陶磁器勉強会 14 美術・歴史 陶磁器の歴史等の勉強

茅ヶ崎・宮澤賢治の会 15 文学・読書 宮澤賢治の作品を読む

古典を読む会 15 文学・読書 源氏物語を読む

「平家物語」を読む会 15 文学・読書

Coffee Break 16 語学 英会話

英会話クラブ南湖 16 語学 語学

Pelican Kids 16 語学 子どものための英語学習

南湖パソコンクラブ３ 17 その他 パソコン学習

イギリス倶楽部 17 その他 研究活動

西浜学区青少年育成推進協議会 17 その他 青少年の健全育成

一般社団法人 湘南青色申告会 17 その他 納税指導

茅ヶ崎市食生活改善推進団体 17 その他 食生活改善

下町こども会 17 その他 こども会

西浜小PTA 17 その他 PTA活動

ひいらぎ 17 その他 パソコンサークル

ミモザ 17 その他 パソコンサークル

特定非営利活動法人ゆい 17 その他 海岸植物の保全

申酉会（西浜中第４回生同窓会） 17 その他 同窓会の打合せ

クラブ科学教室 17 その他 児童生徒への電子工作指導



南湖公民館利用者懇談会（りよこん）とは 
  

私たちの南湖公民館を、明るく、楽しく利用していく上で、利用者同士の交流をはかり、

さまざまな問題を解決していくために「りよこん」があります。この会の設立に際して、利用サー

クルの中から有志の方々が役員となって目的や活動内容を協議し、全体会（連絡会）

での承認を得て規約とも言える「申し合わせ事項」を定めています。 

 

 

南湖公民館利用者懇談会申し合わせ事項  
 

昭和 60 年作成  平成 20 年改訂  

１．名称は「茅ヶ崎市立南湖公民館利用者懇談会」（りよこん）とする。 

２．目的は、南湖公民館を利用する人たちが、主体的にお互いの親睦をはかり、公民館

と協力し合い、公民館運営審議委員会と共に、公民館のより良い活動を目指す。 

３．この会は、南湖公民館を利用するサークル・団体で構成する。南湖公民館利用する

サークル・団体の個人は、りよこんの一員となる。 

４．この会は役員を置き定期的に打ち合わせを行い公民館行事に協力する。役員は別

に定めるブロック別表により選出する。 

５．役員は代表 1 名・副代表 2 名・書記を置く。 

 

 

編集後記  

スタッフの皆さんに色々ご意見を頂きながら、編集作業を実行いたしました。  

ご意見、ご希望の全てに答えを出したいという野望を持ち対処しましたが、実情はそうは

なっていませんよ  というのが現実でしょうか。感謝（Ｈ.Ｍ.） 



なんご公民館だより ４８号 
 

【公民館運営審議会の紹介】 

南湖公民館運営審議会の委員を勤めていただいている方々です。 

 

会長  亀山  計次 さん （南湖地区社会福祉協議会） 

副会長 鈴木  葉子 さん （西浜学区青少年育成推進協議会） 

幹事  三觜  健一 さん （南湖地区自治会連合会） 

鈴木  美佳 さん （茅ヶ崎市立西浜小学校ＰＴＡ） 

三橋  弘子 さん （南湖公民館利用者懇談会） 

牛久保 浩一 さん （茅ケ崎西浜高等学校） 

名取  龍彦 さん （西浜中学校） 

 

 

【主な主催・共催事業】 

 南湖公民館まつり 

 日本の年越し 

 なんごサウンドコースト 

 どきどきチャレンジ 

 こどもの広場 

 シニア講座 なんご倶楽部 

 地域交流会 

 ひだまり 

 絵本とお話しの時間 

 健康講座 

 文学講座 

 歴史講座 

 おもしろ雑学入門 

 卓球解放 

 自然探検隊 

 ほしつメソッド 

  

 など 

  



メレ・オハナ・ガラット Ｇ・ハワイアン

ズ  茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ 

ひまわり愛児園父母の会  聖風会 

古典を読む会  キッズフラ Lanakila 

Mama Style から草 アート・RIE パ

ッチワークサークル  ハレアカラ  メ

レ・オハナ・ガラット Ｇ・ハワイアンズ 

茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ  ひ

まわり愛児園父母の会  聖風会  古

典を読む会  キッズフラ  Lanakila 

Mama Style から草 アート・RIE パ

ッチワークサークル  ハレアカラ  メ

レ・オハナ・ガラット Ｇ・ハワイアンズ 

茅ヶ崎ロープスキッピングクラブ  ひ

まわり愛児園父母の会  聖風会  古

典を読む会  キッズフラ  Lanakila 
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