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選択 合唱 料理 歴史 円熟 書道 

人数 ３１ １０ １７ １２ １２ 

月 日 時 間 場 所 月 日 時 間 場 所 月 日 時 間 場 所 

5 10 09:00-12:00 扇田市日 8 10 09:00-12:00 扇田市日 11 6 10:00-16:00 比内公民館 

 13 10:00-13:00 比内公民館  12 10:00-13:00 比内公民館  7 10:00-16:00 比内公民館 

 20 09:00-14:00 比内公民館  19 09:00-14:00 比内公民館  10 09:00-12:00 扇田市日 

 30 09:00-12:00 扇田市日  20 09:00-12:00 扇田市日  11 10:00-13:00 比内公民館 

6 10 10:00-13:00 比内公民館  30 09:00-12:00 扇田市日  18 09:00-14:00 比内公民館 

 17 09:00-14:00 比内公民館 9 9 10:00-13:00 比内公民館  20 09:00-12:00 扇田市日 

 20 09:00-12:00 扇田市日  10 09:00-12:00 扇田市日  30 09:00-12:00 扇田市日 

 27 10:00-14:00 比内体育館  16 09:00-14:00 比内公民館 12 9 10:00-13:00 比内公民館 

 30 09:00-12:00 扇田市日  20 09:00-12:00 扇田市日  10 09:00-12:00 扇田市日 

7 8 10:00-13:00 比内公民館  30 09:00-12:00 扇田市日  16 09:00-14:00 比内公民館 

 10 09:00-12:00 扇田市日 10 3  大葛小学校  20 09:00-12:00 扇田市日 

 15 09:00-14:00 比内公民館  10 09:00-12:00 扇田市日  30 09:00-12:00 扇田市日 

 20 09:00-12:00 扇田市日  14 10:00-13:00 比内公民館     

 30 09:00-12:00 扇田市日  20 09:00-12:00 扇田市日     

     21 09:00-14:00 比内公民館     

     30 09:00-12:00 扇田市日     

比内公民館だより 令和３年 

令和３年度受講生数は６７人 

第１回公民館運営審議会 

 

令和３年度比内あおぞら学園 

開講を飾るのは 

秋田大学 北秋田分校長 

三浦栄一氏による 

「歌って笑ってコラえ～で」です 

 

2016 年にネスレと連携協定を結び、キッチンカーを使った地域活性化プロジ

ェクトをスタート！キッチンカーでは地場産の野菜や果物、お惣菜やお弁当のほ

かネスカフェ製品などが購入できます。ぜひご利用ください。 

問い合わせ：移住交流課（４３－７１４９） 

※午後の選択科目(クラブ)は２つ加入可 

４月２７日、分館長・主事会
議が開かれ、今年度予算や
事業について協議しました。
分館対抗球技大会は７月に
達子森野球場が改修工事
のため、一週間前倒しして６
月２７日（日）の開催に向
け、準備を進めていくことを
確認しました。 

 

※１２月分までのスケジュールです。   は市主催事業日。変更となる場合もございます。ご了承ください。 

４月１６日、今年度最初の公
民館運営審議会が開かれ、
委員８人に委嘱状を交付し
ました。任期は令和５年３月
末日まで。議長に藤原文子
さん（扇田）、副議長に小貫
寧子さん（扇田）が選出され
ました。２年間よろしくお願
いします。 

第１回分館長・主事会議 

10:30～11:50第 9研修室 



 

サークル名 内容 日時 

比内健康麻雀ｻｰｸﾙ 麻雀 毎週月曜 11:30～17:00 

毎週木曜 11:30～17:00 

軽ｽﾎﾟｰﾂの会 球技全般 毎週月曜 19:00～21:30 

比内どりﾁｰﾑ ﾐﾆﾃﾆｽ 毎週火曜 09:30～12:00 

彩りの会 舞踊 毎週火曜 09:30～12:30 

ｺｰﾗｽ LOVEの会 ｺｰﾗｽ 第 1火曜 10:00～12:00 

比内ｸﾗﾌﾞ 8人制ﾊﾞﾚｰ 毎週火曜 12:30～16:30

毎週金曜 12:30～16:30 

いきいきｻｰｸﾙ 健康体操 毎週火曜 13:30～15:00 

泔水短歌会 短歌 第４火曜 13:00～15:00 

市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｻｰｸﾙ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 毎週火曜 19:00～21:30 

花の会 ｽｺｯﾌﾟ三味線 毎週水曜 10:00～12:00 

円熟ｸﾗﾌﾞ 円熟体操 毎週水曜 10:00～12:30 

ﾌﾗﾜｰｽﾞ会 卓球 毎週水曜 13:00～16:00 

毎週土曜 13:00～16:00 

健康太極拳比内ｶﾀｸﾘの会 太極拳 毎週水曜 13:30～15:30 

習字の会 習字 毎週水曜 14:00～19:00 

祭姫會 よさこい 毎週水曜 19:00～21:30 

毎週水曜 19:00～21:30 

ﾖｶﾞｻｰｸﾙ ﾖｶﾞ 毎週水曜 19:30～21:00 

T＆S ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 毎週水曜 19:00～21:30 

扇田習字同好会 習字 毎週木曜 09:30～11:30 

ししゅうｻｰｸﾙ 手芸 毎週木曜 10:00～15:00 

サークル名 内容 日時 

ｽﾏｲﾙ合唱 合唱 第１木曜 10:30～11:30 

比内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 毎週木曜 19:00～21:30 

比内町民謡同好会 民謡 毎週木曜 19:00～21:00 

ｺｰﾗｽ･ひない ｺｰﾗｽ 第 24木曜 19:30～21:15 

ﾋﾟﾗﾃｨｽ教室 ﾋﾟﾗﾃｨｽ 毎週金曜 10:00～12:30 

毎週土曜 10:00～12:30 

葦の会 手芸 第 24金曜 09:30～16:30 

PKE ｴｸｻｻｲｽﾞ 毎週金曜 19:00～21:00 

比内将棋同好会 将棋 毎週土曜 09:00～17:00 

お琴の会 琴 毎週土曜 09:30～12:30 

蕎麦打ち大楽 蕎麦打ち 第２土曜 10:00～13:00 

比内ﾗｰｼﾞ 卓球 毎週土曜 13:00～16:00 

ｺｽﾓｽ学級 籐工芸 第 13土曜 13:00～17:00 

ｶﾄﾚｱ学級 籐工芸 第２土曜 13:00～17:00 

空手ｱｶﾃﾞﾐｰ拳勝館 空手 毎週土曜 17:00～19:30 

扇田ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｽﾞ 卓球 毎週日曜 09:00～12:00 

尺八ｻｰｸﾙ 尺八 毎週日曜 09:00～11:00 

みんなでおどろう友の会 ﾀﾞﾝｽ 第 24日曜 09:30～15:30 

ｶﾗｵｹｻｰｸﾙ ｶﾗｵｹ 毎週日曜 13:00～15:00 

ﾗﾀﾝの会 籐工芸 第 24日曜 13:00～16:00 

比内ﾊｰﾓﾆｰﾌﾚﾝｽﾞ ﾊｰﾓﾆｶ 月 ２ 回 09:30～11:00 

歌声ｻｰｸﾙ 歌 月 ２ 回 

編 集 後 記  今年こそはと分館対抗スポーツ大会開催に向けて準備を進めていますが、新型コロナ

ウイルス感染症の秋田県内の感染状況は「警戒レベル３」に引き上げられ、連休中、関東関西圏では非常事

態宣言となってしまいました。今後感染拡大が進むと残念ながら、イベント開催が憂慮される事態となって

しまいそうです。大館市でもワクチン接種が始まりました。安全宣言が出されるのはワクチン接種が浸透

し、重症者が根絶されてからとなるのでしょうか。まさか２年目に突入するとは、考えてもみませんでした

■さて、コロナ禍により自宅での飲酒の機会が増えていると思います。酒税の改正でビールが安価となり、

メーカー各社が競って美味しい新商品を販売しています。息子との楽しい時間が過ごせるのは夜のひとと

きです。娘たちは「親を殺すわけにいかない」と、帰省しません。今はスマホでのフリートークが家族団欒

の癒しです■いつかはコロナ禍をゆったりと振り返れる日が来ることを、切望してやみません。館長任期も

最終年度、皆さんといっしょに良い思い出を残したいものです。             （館長 神成） 

        は現在会員募集しているサークルです。 

比内公民館では現在４０ほどのサークルが活動しています。卓球やミニテニ

ス、バドミントンなどスポーツ関係や、手芸・籐工芸・将棋・合唱など多岐に

わたって利用されています。既存サークルに参加してみたい、新たにサークル

を立ち上げたいなどございましたら、お気軽に比内公民館（４３－７１４１）

へお問い合わせください。 


