
町民自主講座とは、従来の行政が行う講座とは違い講師と受講生が作り上げていく講座です。

＜ 受講対象者 ＞　町内在住、在勤、在学者　　　　　　　　　

＊ 受講者が５名未満の場合は開講いたしません。

講　座　名 会場・時間 対象・定員

講座開設者・講師

Let's Enjoy 英会話① 会議室Ｂ どなたでも

英語でおしゃべりの会です。一緒に楽しみましょう １０：００～１１：００ １０名まで

Let's Enjoy 英会話② 会議室Ｂ どなたでも

英語でおしゃべりの会です。一緒に楽しみましょう １０：００～１１：００ １０名まで

もう１度中学数学 会議室Ａ 一般

シニアの方をお待ちしています １０：００～１１：３０ １５名まで

キッズ イングリッシュ 勤労青少年ホーム　和室 未就園児と保護者

親子で！楽しく！リトミック！ １０：３０～１１：１５ １５組３０名まで

筝
こと

入門・三味線入門 和室 男女年齢問わず

日本古来の楽器の音色を楽しんでみませんか １３：００～１５：３０ １０名まで

やさしい茶の湯 和室 小学生以上

美味しいお菓子とお茶をどうぞ！ １０：００～１２：００ １０名まで

はじめての絵本づくり 会議室Ａ 一般

わが子やお孫さんに贈りませんか？ ９：３０～１１：３０ １５名まで

創作室

１０：３０～１２：００

季節のお花ではなあそびしませんか 9月のみ１３：３０～１５：００ １０名まで

いけ花 創作室 小学生以上

季節のお花を楽しみませんか！ １０：００～１２：００ ２０名まで

わた絵 会議室Ｂ どなたでも

パンダを描こう １４：００～１７：００ １０名まで

空手エクササイズⅠ 働く婦人の家 幼児(園児)

空手の入門クラス（幼児）です １３：００～１３：５０ １５名まで

空手エクササイズⅡ 働く婦人の家 小学生

空手の入門クラス（小学生）です １４：００～１５：００ １０名まで

初めてのフラダンス 多目的スペース 一般

美姿勢でマイナス５歳 １９：００～２０：００ １５名まで

夏満喫！親子フラダンス 多目的スペース 年少から小学生と保護者

子どもも大人もフラダンスで夏を楽しみましょう １３：３０～１４：３０ １０組まで
14

7/25 ・8/1

13

6/2 ・6/9 ・6/16
全身ストレッチと骨盤体操で姿勢を正してから踊りま
しょう。
美姿勢で笑顔輝く自分に出会いませんか。
持ち物：タオル、飲み物
※動きやすい服装

井上　友子 全３回講座
（金曜日） ３００円×３回＝９００円

親子で楽しく元気に踊りませんか。
持ち物：タオル、飲み物
※動きやすい服装井上　友子

6

5/20 ・6/3 ・7/1
8/5 ・8/26 ・9/16

西　良江 全６回講座
（土曜日）

佐々木　雄平

12

11

全５回講座
（土曜日）

7

5/20 ・6/3 ・7/1
8/5 ・9/2

全３回講座
（火曜日）

佐々木　雄平

5/20 ・6/3 ・7/1
8/5 ・9/2

子ども達に「体を動かすことが楽しい！」と思ってもらえ
る講座を目指します。年齢に合わせ、幼児クラスより一
歩踏み込んだ空手の練習を行います。また、「礼儀」の
大切さについても指導します。
持ち物：タオル、飲み物
※保護者同伴でお願いします。

300円×5回＝1,500円

5/30 ・6/6 ・6/13

安藤　邦緒

全6回講座
(金曜日)

フラワーアレンジメント

自然な英語をリトミックで身につけましょう！季節のイ
ベントやその日から使えるフレーズがいっぱい！親子
で楽しい英語の世界へ。
持ち物：クレヨン、ピクニックシート

羽田　みゆき 全5回講座
（第3土曜日）

昔、中学校で学んだ数学にふれてみませんか？
ていねいに、ゆっくり、やさしく進めます。
忘れてしまった人、大の苦手だった人、大歓迎です。
持ち物：ノート、筆記用具安藤　邦緒 全３回講座

（火曜日）

春は可愛いフラワーアレンジメント、夏は数年楽しむこ
とが出来るプリザーブドフラワーも作成します。
持ち物：ハサミ、ゴミ袋、新聞紙２、３枚
　　　　　ステーキナイフ（カッターナイフ可）

ハードカバーの手づくり絵本を制作します。物語がつく
れない人も絵がうまく描けない人も大丈夫、必ず完成
できるまで指導します。
持ち物：色鉛筆などの筆記用具

空手の基礎やエクササイズを通じて、心と体を刺激し、
子どもたちの元気スイッチを押します。挨拶・返事・聞く
姿勢など生活の基礎（礼儀）も勉強します。
持ち物：タオル、飲み物
※保護者同伴でお願いします。

4

3

5/9 ・5/16 ・5/23

5

300円×5回＝1,500円
全5回講座
(金曜日)

300円×3回＝900円

川部　博子

３００円×２回＝６００円

（300円+花代300円）×6回＝3,600円

（300円+花代500円）×5回＝4,000円
無い方のみ花器、フローラルフォーム300円

5/26 ・6/23
7/28 ・9/22

全５回講座
（土曜日）

5/20 ・6/17 ・
7/15

8/19 ・9/16

小学生以上（親子可）

全4回講座
（第4金曜日）

300円×4回+テキスト代300円＝1,500円

300円×3回＝900円

300円×5回＝1,500円

全２回講座
（火曜日）

No.

溝口　時子

1

2

溝口　時子

＜申込受付開始＞ 4月15日（土）　9：00　から　講座開始１週間前まで　（先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります）

＜ 申 込 方 法 ＞  生涯学習センター窓口で申込用紙に必要事項をご記入の上お申し込みください。

＜　費　　用　＞　各講座１回につき３００円　　その他実費は受講生が負担、 講座の初回に講師へ直接お支払いください。

　　　　　　　　　　　＊ 一度、お支払いいただいた受講料は講座の途中でやめられてもお返しできません。 

8/4 ・8/18 ・9/1
9/15 ・9/29

受講料300円＋材料費等
日　に　ち 内　　容

学生時代、英語が好きだったけれど、英会話を楽しむ
までには向上しなかった…と残念な思いの皆さん！一
緒にゆっくり英会話でおしゃべりしましょう。
持ち物：ノート、筆記用具

5/19 ・6/2 ・6/16
6/30 ・7/7 ・7/21

300円×6回＝1,800円

美味しいお茶とお菓子を頂きながら、お茶の作法を学
びます。
持ち物：懐紙入、懐紙、扇子、菓子切

5/30 ・6/20 ・7/4
8/8 ・9/5

楽器の各部名称を覚え、楽譜の読み方を覚え弾き方
を学んで「さくらさくら」「荒城の月」等音色を楽しんでい
きます。
持ち物：筆記用具
※筝と三味線の両方の受講可

高井　秀子 全５回講座
（火曜日）

300円×5回+材料費1,500円＝3,000円
筝・三味線両方の場合4,500円

8

10

5/10 ・6/21・7/12
8/16・8/30・9/20

白や茶といった天然のわたの色だけを使い写真の様
にリアルな絵を描く「わた絵」。みんながびっくりするよ
うなリアルな「パンダ」を描きましょう。
持ち物：ピンセット、ハサミ長尾　よしみ 全６回講座（水曜

日）
300円×6回+材料費1,500円＝3,300円

9

5/14 ・6/4 ・7/9
8/6 ・8/27 ・9/17

季節の花を楽しみながら生けます。
持ち物：ハサミ、花カッパ

西　良江 全６回講座
（日曜日） （300円+花代500円）×6回＝4,800円


