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目指せノーベル賞！大学教授や専門家の話を聞
いたり、体験したりする新しいカタチの子ども
のための大学です。
6/ 25（日） いばらき子ども大学合同授業
  「地球環境の未来」
7/ 8（土） かすみがうら市ってどんなところ？
　　　　　学んでみんなに自慢しよう！
8/ 12（土） ロボットライフで輝く未来の世の中へ
9/ 9（土） 音楽の世界に飛び込もう！

（土曜日3回、日曜日1回）　　　　　
10：00～12：00（時間変更回あり）

日時

小学4～6年生　50名定員 2,000円受講料

あじさい館　他会場 筆記用具持参品

かすみがうら子ども大学（前期）

普段は考えないちょっと無茶なことやってみま
せんか？みんなでやることで若者ならではの思
い出づくりをしちゃいましょう！！
6/22（木）ソーセージの街かすみがうら♪モニュメント
　　　　　　を作っておいしく食べよう！
7/20（木）紙のモンブラン登頂（4,810m）に挑戦！
8/24（木）一億円分の重みのパフェを食べよう！
9/21（木）最後はみんなで自由企画♪

市内在住在勤の20代30代の方 15名定員

あじさい館ほか会場

（木曜日4回）いづれも19：30～21：00日時

各回500円程度受講料

かすみがうら大人大学

いつか叶えたかった…大人の夢教室

小学１年生以上定員

須永和義（ＪＲＣＡ公認指導員）講師

霞ヶ浦・Ｂ＆Ｇ海洋センタープール会場

4月～10月日時

1,000円年会費

この教室は10ｍ以上泳げない児童を対象に水
慣れから、泳ぎの基本動作を習うことを目的
としています。申込期間・申込方法を含め6月
に市内対象児童にチラシを配布します。

50名定員

岩瀬哲夫（市スポーツ推進委員他）講師

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール会場

7月下旬～8月上旬（全5回）
18：30～20：30

日時

1,000円受講料

水着・ゴーグル・帽子・タオル・飲み物持参品

ジュニアスイミング教室

歴
史
博
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かすみがうら市の魅力ある歴史などの資源を
学び、かすみがうら市のまちづくりをプロ
デュースできる人材を養成します。

10名定員

千葉隆司ほか（歴史博物館学芸員）講師

歴史博物館研修施設（旧ビジターセンター）会場

5/7、7/2、8/6、9/3、10/1（日曜日5回）
13：30～15：00

日時

100円受講料

市民学芸員養成講座
筑波山地域ジオパークは、いま日本で最も新し
いジオパークです。関係６市の名所をバスで旅
しながら、地域の魅力を楽しく学びましょう。
①石材加工の歴史　　 ②土と地場産業
③水が育む産業と水運　④土壌とおいしい農作物

大久保隆史（歴史博物館学芸員）講師

30名定員 筑波山地域の各所会場

①5/27、②6/24、③8/5、④8/26（土曜日4回）
10：00～16：00

日時

筑波山地域ジオパーク名所巡り

今年は大政奉還150年記念の年。激動の時代
のかすみがうら市と関連する水戸藩・笠間藩・
府中藩・土浦藩の様子を学びましょう！

30名定員

千葉隆司（歴史博物館学芸員）講師

歴史博物館研修施設（旧ビジターセンター）会場

5/14、6/11，7/9、8/13（日曜日4回）
13：30～15：00

日時

100円受講料

茨城県内の幕末の諸藩

身近な市内の城跡の地形や地質を観察しなが
ら散歩します。現在の地形の凹凸に歴史があ
ることを体感しましょう！
①宍倉城跡、②志筑城跡、③戸崎城跡

30名定員

千葉隆司（歴史博物館学芸員）講師

市内各城跡会場

5/21、6/18、7/16（日曜日3回）
13：00～16：00

日時

100円受講料

ブラカスミ！

視覚障がい者のための音声訳を学ぶ講座です。
講座終了後、広報紙音訳や図書館での対面朗
読で活躍します。

20名定員

西依恵美子講師

働く女性の家会場

6/8、7/20、8/10、9/14、10/12、11/16、
12/14、1/11、2/1、3/8（木曜日10回）
10：00～12：00

日時

1,500円受講料
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ジオパークの基礎的な内容を学ぶ講座です。筑
波山地域の地形・地質、自然環境、歴史と文化
を知り、地域の特性から地域活性化策を考えま
しょう！

30名定員

千葉隆司（歴史博物館学芸員）講師

5/28、6/25、7/23、8/20（日曜日4回）
13：30～15：00

日時

歴史博物館研修施設（旧ビジターセンター）会場

100円受講料

筑波山地域ジオパーク基礎講座

朗読講座

ハワイ民謡「プアマナの歌詞・ハワイ語の意味
や地名にもふれ、ハワイの※クムフラ直伝の振
り付けを覚えてみんなで踊れるようになりま
しょう！
※クムフラ…フラダンスの先生

5名定員

田島啓子講師

働く女性の家　軽運動室（2階）会場

5/7・14・21・28、6/4（日曜日5回）
10：00～11：30

日時

2,000円教材費

フラダンス講座
お客のマナーを完全にマスターして、色々な所
で催されているお茶会に参会し美味しい和菓子
とお抹茶をいただきながら、先人たちが造ら
れた素晴らしいお道具の数々を目に触れて楽し
みましょう。４・５回目には本格的な小間茶室
「道友庵」にて濃茶を体験していただきます。

10名定員

久保田幸子講師

働く女性の家　第１・第２研修室会場

5/7・14・21・28、6/4（日曜日５回）
10：00～12：00

日時

3,000円（抹茶・和菓子他）教材費

扇子・懐紙・白ソックス持参品

千代田地区茶道連合会（表千家不白流）

着物着装（着付け）。着物を自分で着たいのに
難しいと思っている方、ぜひおいでください。
ポイントを確認してきもの美人を目指しましょ
う。（初心者対象）

10名定員

熊谷光子講師

働く女性の家　集会室会場

5/13・27、6/10・24、7/8・22（土曜日6回）
13：30～15：30

日時

3,000円受講料

着物一式/小物一式（詳細はお問合せ下さい）持参品

きもの同好会
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三種類の用具を使い、音楽に合わせて体を動か
します。

20名定員

あじさい館　多目的室・軽運動室会場

松延洋子講師

5/10・17・24・31（水曜日4回）
13：30～15：00

日時

無料受講料

タオル・飲み物・運動靴持参品

囲碁は覚えるのが難しいと思うようですが、初
級者用の「九路盤」を使用して基本から指導し
ます。囲碁愛好者には更なる上達方法を指導
します。

5～10名定員 働く女性の家　研修室3会場

田谷 淳講師

5/20、6/17、7/22、8/19、9/16（土曜日5回）
13：00～

日時

無料受講料

筆記用具持参品

スキップ、ツーステップなどステップの練習は
もちろん！音楽に合わせて体を動かす楽しさを
ご一緒に♫そして笑顔になりましょう！

15～20名定員

久保田ゆう子講師

あじさい館　軽運動室会場

6/13・20・27、7/4・11（火曜日5回）
9：30～11：30

日時

1,000円受講料

運動靴・運動のできる服装持参品

楽譜が読めなくても大丈夫！まずはご存知の歌
から練習していきます。最初は出ないと思って
いた高音もいつの間にか出るようになります。
歌う楽しさをしみじみと感じる事ができるよう
になるでしょう。

熊沢妙子講師

10名定員 働く女性の家　講習室会場

5/11、6/1、7/6、8/3、9/7（木曜日5回）
10：00～11：30

日時

初回のみ500円（受講料は無料）受講料

筆記用具持参品

俳句を作ることによって物の見方が変わってき
ます。今迄見た物が美しい・立派だに止まっ
ていた物が俳句にできる事です。習うから慣
れるに俳句が旨くなります。感動を言葉にして
ください。初めての方をお待ちしております。

大塚隼人講師

7～8名定員 働く女性の家　第1・第2会議室会場

5/10、6/14、7/12、8/9、9/13（水曜日5回）
13：00～

日時

無料受講料 ボールペン、ノート持参品

地域に残る古文書を教材にし、古文書の読み
方を学習します。

20名定員

岡田久男講師

あじさい館　研修室2会場

5/14、6/11、7/9、8/6、9/10（日曜日5回）
13：30～15：00

日時

無料受講料

筆記用具持参品

あ
じ
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い
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各回12名　※15歳（高校生）以上で、医師
に運動を禁止されていない方。

定員

健康運動指導士講師

あじさい館トレーニング室会場

5/30（火）10：00～12：00
6/22（木）14：00～16：00
7/13（木）19：00～21：00
（各回とも同じ内容となりますので、
1回の受講でもかまいません。）

日時

各回500円受講料

運動できる服装、上履き、タオル、飲み物持参品

かすみがうら大人大学

トータルプロデユース２０１７夏
忙しい若者に最適☆水に山に今年の夏はアク
ティブにポジティブに楽しもう！！
6/17（土）古き良き日の思い出を・・・みんなで筑波山登山！
7/15（土）今年の夏のコーディネートはこれでいこう！
8/26（土）一番身近なマリンスポーツ♪カヌー

をやってみよう！
9/23（土）ホットヨガで疲れた体を労わろう！

市内在住在勤の20代30代の方 15名定員

あじさい館ほか会場

（土曜日4回）10：00～12：00
（時間変更回あり）

日時

各回500円程度受講料

エンジョイ海洋クラブ員募集
当海洋クラブはカヌーを中心としたクラブ活動
で、カヌーインストラクターが初心者から上級
者まで幅広い指導を行い、各種イベントを開
催しております。体験から一度カヌ―にチャレ
ンジしてみてはいかがですか。
詳しくは、生涯学習課スポーツ振興係までお
問い合わせください。

100円受講料 昼食を各自ご用意下さい。持参品
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ハーモニカをお持ちでない方はハーモニカ入門
セット4,060円でご用意します。（初回練習日前
にご連絡下さい）

20名定員

坂本 忍講師

あじさい館会場

5/18、6/15、7/20、8/17、9/21（木曜日5回）
10：00～12：00

日時

500円受講料

かすみがうらハーモニカクラブ
新緑の里山を、野の花や夏鳥などをさがしなが
らのんびりハイキングします。

20名定員

川崎慎二（自然観察指導員）講師

雪入ふれあいの里公園会場

4/22（土曜日1回）
9：00～11：30

日時

200円受講料

チョウやトンボ、バッタのなかまなど40種類以
上の虫たちを楽しく観察します。7月はカブトム
シなど夜活動する虫をさがします。

30名定員

柄澤保彦（自然観察指導員）講師

雪入ふれあいの里公園会場

4/29、6/3、7/23(日)（土曜日2回、日曜日1回）
9：00～12：00（7/23のみ18：00～20：00）

日時

300円受講料

菌と藻類の共生体である地衣植物の不思議な
生態と、バラエティに富んだ姿形をじっくり観
察してみます。

30名定員

吉武和治郎（茨城県環境アドバイザー）講師

雪入ふれあい里公園周辺会場

5/28(日曜日1回)
9：00～12：00

日時

300円受講料

３Ｂ体操 千代田囲碁会 かすみがうらフォークダンス

エコーくりの実千代田俳句同好会霞ヶ浦周辺の古文書を読む会

トレーニングマシンの正しい使い方や効果的な運動方法
の指導、トレーニングメニュー作りのお手伝いをします。

あじさい館トレーニングマシン講習会

ミニハイキング春 昆虫ウォッチング

コケ・ウォッチング

「人生経験豊富なシニアの学びは学生時代の勉強とどう違うのか？」
 5/25（木） 運動による高齢者の健康づくり
 6/22（木） 地元雪入山の魅力について
 7/27（木） かすみがうら市先人たち
 9/28（木） 移動学習
 11/16（木） 高齢者必見！ 食を楽しみ、食を大切に、時には、ひと工夫を
 12/18（月） クラブ活動発表会
 1/18（木） 初笑い
 2/22（木） 人権意識を育むために －おとなの役割は何か－

会場

かすみがうら高齢者大学

人生経験豊富なシニアの学び

65歳以上　100名定員

あじさい館 視聴覚室会場

（木曜日7回、月曜日1回）10：30～※12/18のみ月曜日日時

300円受講料

虫とり網、かご持参品飲み物、歩きやすい靴と服装持参品

あればルーペ持参品

山の整備をしている探険隊メンバーが雪入山周
辺をご案内。コースや内容は各開催月ごとに変
わります。

30名程度定員

雪入探険隊講師

雪入山周辺会場

毎月第２土曜日　9：00～15：00
※4月はなし

日時

100円～受講料

雪入探険隊ウォーク

飲み物、弁当、雨具、
歩きやすい靴と服装

持参品



≪申込方法≫
　■ 社会教育担当  文化協会加盟団体自主講座（問合先：社会教育担当）

　　スポーツ振興担当 働く女性の家 あじさい館 雪入ふれあいの里公園講座 講座

　　 講座担当窓口へ直接お申し込みいただくか、電話またはＦＡＸによりお申し込みください。

　■ 霞ヶ浦中地区公民館  下稲吉中地区公民館  千代田中地区公民館  社会福祉協議会 講座

　　 通常はがき１人１枚をご持参のうえ講座担当窓口または働く女性の家へ直接お申し込みいただ

くか、往復はがきにより郵送でお申し込みください。

　■ 歴史博物館  講座

　　  通常はがき１人１枚をご持参のうえ博物館

窓口へ直接お申し込みいただくか、往復は

がきにより郵送でお申し込みください。

受講申込のご案内  申込期間　平成29年4月11日（火）～
≪申込上の注意≫
　■受講対象者は市内在住または在勤の方です。

　
■受講料は第１回目当日に現金で納入してください。
※地区公民館講座：地区外の方も受講できます。

　
■ 定員に満たない講座、天候等のやむを得ない事情により、日程等

が変更・中止になる場合がございますので、あらかじめご了承く

ださい。
　■ 各講座の申し込みについては、定員になり次第締切となります。
　■ み込し申、おな。いさだくみ込し申おえうの認確ごを日期み込し申 

期日前に到着した申し込みはがきにつきましては、申し込み開始日

受付分の最後に受付させていただきますのでご注意ください。
　■ 個人情報は、本講座の運営以外の目的には一切使用しません。

図書館ＡＶライブラリーから上映権付作品の
上映会を行います。毎月第1土曜日の夜は、
あじさい館の大画面で名画をご堪能下さい。
4/8　父と暮せば（※4月のみ第2土曜日）
5/6　横道世之介
6/3　いぬのえいが
7/1　蝉しぐれ
8/5　夏の庭
9/2　裸の大将放浪記

各回100名（当日受付先着順）定員

あじさい館視聴覚室会場

（土曜日6回）18：00～　※受付・開場17：30～日時

各回100円賛助金

あじさい土曜名画座（上半期）
初心者や体の固い方大歓迎！深い呼吸でリラッ
クスしながら心地よい伸びを感じましょう。健
康な心と体づくりにオススメのヨガで土曜の朝
をさわやかに♪

鈴木綾子（ヨガインストラクター）講師

15名定員 あじさい館　講座室1・2会場

6/24、7/15・29、8/19、9/9・30（土曜日6回）
10：00～11：00

日時

2,800円受講料

ヨガマット、動きやすい服装持参品

初めてのヨガ

霞ヶ浦地区活性化講座第2弾！地域の歴史や文
化を学び、生活を楽しく豊かにしましょう。み
んなに話したくなる安飾地区の魅力に触れて、
あなたも地元を元気にする1人になりませんか？

千葉隆司 大久保隆史（かすみがうら市歴史博物館学芸員）講師

20名（安飾地区以外の方も大歓迎！）定員

旧安飾地区公民館会場

①5/14 ②6/17 ③7/9 ④8/19 ⑤9/10
①・③10：00～11：30  ②・④13：30～16：00
⑤13：30～15：00

日時

持参品 筆記用具

安飾地区活性化講座

呼吸法の優等生である腹式呼吸を確認、呼吸
筋のストレッチ、棒体操で代謝を高めると共
に、馴染みの曲を練習しながら塩ビ管尺八の
醸し出す幽玄な癒しの音色を楽しみましょう♪
塩ビ管尺八は貸出ます（持ち帰り可）

須沢二郎（健康かんたん尺八の会）講師

15名定員 あじさい館　視聴覚室会場

5/17・31、6/7・21、7/5・19（水曜日6回）
10：00～11：30

日時

筆記用具、タオル、動きやすい服装持参品

2,800円受講料 500円教材費

塩ビ管でできる！健康かんたん尺八

スマホをお持ちの方を対象に、ラインを安全に
使用できる初期設定と友達の登録・削除、
メッセージの送受信・TV電話・スタンプの送
信など基本的な操作ができるようゆっくり解
説しますので、どなたでも参加可能です。

10名定員

片岡秀典（シーウェーブ代表）講師

あじさい館　研修室2会場

6/2・9・16・23・30、7/7（金曜日6回）
13：30～16：00

日時

4,200円受講料 1,200円教材費

100円受講料スマートフォン、筆記用具持参品

スマホ活用！LINE(ライン)の
安心設定と基礎講座

日本の古典芸能・能楽を、実際に体験してみ
ましょう！能の発声のお稽古・謡、舞のお稽古
・仕舞からお好きな方を選択、プロの能楽師
が直接指導します。お子様からお年寄りまで、
どなたでもご参加いただけます。

佐野弘宜（宝生流能楽師）講師

5/13（土）・28（日）、6/10（土）・18（日）、7/8（土）13：00～15：00　日時

筆記用具、（謡）…テープレコーダー等の録音機器、
（仕舞）…白足袋

持参品

能楽（謡・仕舞）教室

昔やっていたサックスをまたやりたい！とにか
くカッコよくサックスを演奏したい！その第１歩
を公民館講座で踏み出しませんか？みんなで楽
しく、そして1人1人のペースに合わせて指導し
ます。

上原 務講師

10名定員 あじさい館視聴覚室会場

6/3・17、7/1・15、8/5・26、9/2・16
（土曜日8回）14：00～16：00

日時

4,000円（1回あたり500円）受講料

サックス、タオル、筆記用具持参品

サックス教室

写真撮影の心構えを学びたい！シーンに合わせ
た設定を知りたい！撮影した写真を見せ合いな
がら、構図やテクニックについて、実践をふま
えて学んでいきましょう。

15名定員

あじさい館　講座室1・2会場10名定員

太田 晃（日本報道写真連盟東日本本部委員）講師

あじさい館　研修室2会場

6/3、7/4（火）、8/5、9/2・30
（土曜日4回、火曜日1回）9：30～12：00

日時

2,500円受講料

デジタルカメラ（コンデジ・一眼両方可）、筆記用具持参品

初心者カメラ教室

脳を活性化させると、“体と心”が元気になり、
健康促進、生活がさらに快適になります。脳
を刺激させる「脳活トレーニング」は、明るく、
楽しく、気持ちよく、誰でも簡単に出来るお
もしろいゲーム体操です。

佐藤房夫（NPO法人健康支援サービスいばらき）講師

20名定員 あじさい館　会議室1・2会場

6/8、7/6、8/10、9/7（木曜日4回）
10：00～12:00

日時

1,000円受講料

（謡）…1,000円 （仕舞・稽古用扇）…5,000円教材費

3,500円受講料

筆記用具、飲み物（水分補給用）、動きやすい服装持参品

心身を元気に！楽々脳活トレーニング

【すらすら読める徒然草（中野孝次）総ルビ付き
原文＋現代語訳＋解説】のテキストを使って、
みんなで楽しくお話ししながら輪読を交え、
徒然草を読み説いていきましょう。

20名定員

坂本一衛講師

あじさい館　研修室2会場

5/9・23、6/13・27、7/11・25、8/8・22、9/12・26
（第2・4火曜日10回）13：30～15：30

日時

徒然草を学ぶ

館
民
公
区
地
中
田
代
千

館
民
公
区
地
中
吉
稲
下

8,000円教材費
1,000円教材費

7,000円教材費

接着剤付きの鉛のリード線とカラーフィルムを1
枚のガラスに貼って作品作りを楽しみます。①コ
ースター作り②ウェルカムボード③フォトフレー
ムの3作品を作ります。

川田淳子（くらふとサロン虹彩）講師

15名定員 千代田公民館視聴覚室会場

6/6・13・20、7/4・11（火曜日5回）
10：00～12：00

日時

8,200円教材費2,500円受講料

筆記用具持参品

グラスアート講座

家にしまってある普段着ていない着物はないで
しょうか。きれいな着付け方と部屋の入り方等
のマナーを初歩から学びます。着物とまたふ
れあいませんか！

幅口信子講師

10名定員 千代田公民館和室会場

6/1・15・29、7/6・20、8/3・17・31、9/7・21
（木曜日10回）13：00～15：00

日時

5,000円受講料 1,550円教材費

着物・帯・帯あげ・帯締め　他持参品

きものの着付けとマナー講座
ジュネは「木でできたオカリナ」と呼ばれる、
ハンガリーの民族楽器です。子どもからお年
寄りまで気軽に楽しめます。楽器などをやっ
た事がない方でも取り組め、木の優しい音色
で心も癒されます。

15名定員

川崎くみ講師

千代田公民館視聴覚室会場

6/2・16・30、7/7・21（金曜日5回）
10：00～11：30

日時

2,000円受講料

筆記用具持参品

森のオカリナ＜ジュネ＞をやってみよう！
文字の入力ができる方を対象に、Wordを使用
して写真のアルバム作成を行います。今回は複
数ページ分の作成・印刷を行い、綴じ方まで
サポートいたします。

片岡秀典（シーウェーブ代表）講師

15名定員 千代田公民館視聴覚室会場

7/12・19・26、8/2・9・23（水曜日6回）
9：30～12：00

日時

1,000円教材費6,000円受講料

筆記用具、Windowsのノートパソコン
（但しXPのご使用はご遠慮願います。）

持参品

パソコン活用！思い出の
写真アルバム作成（Word編）

地元の食材で料理と惣菜、デザートを毎回作
ります。①キッシュ②パエリア③豚の角煮④さ
ばの味噌煮、いか飯⑤手作りざる豆腐をメイン
に作ります。お一人でなくご夫婦でご一緒にど
うですか？

西岡栄子講師

15名定員 千代田公民館調理室会場

5/30、6/27、7/18、8/22、9/26（火曜日5回）
10：00～13：00

日時

各回1,000円教材費2,000円受講料

エプロン、筆記用具、ふきん、三角きん持参品

お手軽おもてなし料理と
惣菜づくり講座

カイコのまゆを使って、アクセサリーを作りま
す。①カーネーション②あじさい③百合の花④
ひまわり⑤りんどうの5作品を作成します。

15名定員

田崎秀子講師

千代田公民館会議室C会場

5/25、6/22、7/6・20、8/3（木曜日5回）
13：30～15：30

日時

各回500円教材費2,000円受講料

目打ち、ハサミ、筆記用具持参品

まゆクラフト講座

タブレット（スマホ）をお持ちの方を対象に、基本操作
後のステップアップ（写真を添付してメール送信、安全
なアプリの購入順、HPのお気に入り登録、地図アプリ
の使い方、他）をゆっくり、わかりやすく解説します。

片岡秀典（シーウェーブ代表）講師

15名定員 働く女性の家　第2・3会議室会場

5/24・31、6/7・14・21・28（水曜日6回）
9：30～12：00

日時

6,000円受講料

筆記用具、機種は、ＩＯＳまたは
アンドロイドに限る。Windows系はＮＧ

持参品

パソコン活用　タブレットの基礎と
ステップアップ

日ごろ運動不足を感じている方へ手軽なジャズ
ダンス講座を行います。簡単なステップ等でエ
クササイズをして運動不足を解消しませんか。

15名定員

中島真理（MJC代表）講師

働く女性の家　軽運動室会場

6/1・15・29、7/13・27、8/10・24、9/7・21、10/5
（隔週木曜日10回）10：00～11：30

日時

5,000円受講料

タオル、飲み物持参品

ジャズダンスエクササイズ講座
花とハーブを素材に枯れない花であるプリザー
ブドフラワーをアレンジメントします。また、
花からプリザーブドフラワーに加工する作業を
楽しみます。初めての方でも易しく学べる講座
です。

河原由美（風花プリザーブドフラワー協会講師）講師

15名定員 勤労青少年ホーム　集会室A会場

6/6、7/4、8/1、9/5（火曜日4回）
13：30～15：00

日時

2,000円受講料

筆記用具、ハサミ持参品

プリザーブドフラワー講座

アロマの活用法を、その歴史や様々なエッセン
シャルオイルを通して丁寧にやさしく学んでゆ
きます。介護や健康・美容にも役立つ知識が
いっぱいの講座です。

田上裕子（IFA公認国際アロマセラピスト）講師

10名定員 働く女性の家　第1会議室会場

6/9・16、7/7・21、8/4・18、9/1（金曜日6回）
10：00～12：00

日時

3,000円受講料 4,000円教材費

筆記用具持参品

はじめてのアロマセラピーレッスン
老若男女、誰でも気軽にカラーハンドベルによ
る演奏を楽しむ講座です。楽譜が読めなくて
も大丈夫です。リズムを取りながらいろんな曲
を演奏し、響きの美しさを体感し、みんなでリ
ラックス・Enjoyして参りましょう。

佐藤みゆき（サークル　キャップキッズ代表）講師

20名定員 大塚ふれあいセンター　集会室会場

6/1・15・29、7/6・20、8/10・24、9/14・28、10/5
（木曜日10回）13：30～15：15

日時

3,000円受講料

筆記用具、飲み物持参品

メロディベルを楽しもう♪
親子で休日に夏料理とスイーツ作りをそれぞれ
１回づつ楽しみます。夏の親子の思い出作りを
しませんか。

8組16名定員

石澤宏依（クッキングスクールネモト主任講師）講師

働く女性の家　料理実習室会場

6/4、7/2（日曜日2回）10：00～13：00　　日時

1,000円受講料 各回1,000円教材費

三角きん、エプロン、筆記用具持参品

親子で料理とスイーツ作り教室◆社会教育担当
　スポーツ振興担当
　霞ヶ浦中地区公民館
　あじさい館
〒 300-0134　かすみがうら市深谷 3719-1（あじさい館内）
ＴＥＬ：０２９－８９７－０５１１　ＦＡＸ：０２９－８９８－２９６５

◆下稲吉中地区公民館
　千代田中地区公民館
〒 315-0065　かすみがうら市上佐谷 991-5
ＴＥＬ：０２９９－５９－５２５２　ＦＡＸ：０２９９－５９－５２５３

◆歴史博物館
〒 300-0214　かすみがうら市坂 1029-1
ＴＥＬ：０２９－８９６－００１７　ＦＡＸ：０２９－８９６－１１６８

◆働く女性の家
〒 315-0054　かすみがうら市稲吉 3-15-67
ＴＥＬ：０２９－８３１－２２３４　ＦＡＸ：０２９－８３２－３２０５

◆社会福祉協議会
〒 300-0134　かすみがうら市深谷 3719-1（あじさい館内）
ＴＥＬ：０２９－８９８－２５２７　ＦＡＸ：０２９－８９８－３５２３

◆雪入ふれあいの里公園
〒 315-0069　かすみがうら市雪入 452-1
ＴＥＬ：０２９９－５９－７０００　ＦＡＸ：０２９９－５９－７３７３

申込・問合先

（テキスト代）1,836円予定教材費2,500円受講料

筆記用具持参品

働
く
女
性
の
家

初めてトレーニング室を利用する方のために
講習会を開いております。
※申込期間：随時～先着順　※電話申込可

各回20名　※15歳（高校生）以上定員

健康運動指導士講師

働く女性の家　トレーニング室会場

5/18、8/17、11/16、3/8（木曜日4回）
18：30～19：30

日時

300円受講料

運動できる服装（ジーンズ等は不可）、
体育館シューズ、筆記用具、タオル

持参品

トレーニング室利用講習会 生涯学習推進人材バンク生涯学習推進人材バンク
★人材バンクとは、専門的な知識や技能を持った人を登録し、学校や地域におけるさま
ざまな学習活動や体験活動の講師として紹介する制度です。
“地域の人材”と“学習・体験の場”がつながることで、生涯にわたって自ら学ぶこと
ができ、またその学びによって得た知識を地域づくりへ生かすことを目指しています。

★かすみがうら市教育委員会生涯学習課ホームページにアクセスし、「人材バンク制度」
へお進みください。

★ご利用されたい方は下記までご連絡ください。
　TEL：029-897-0511

Pick U
P！

Pick U
P！

かすみがうら市　生涯学習課 検索

webでさまざまな生涯学習情報を
提供しています。


