
教  

養

健  

康

趣  

味

かすみがうら
高齢者大学

日時 （木曜日8回）10:30 ～ 15:00
定員 130名
受講料 300円

会場 あじさい館 ほか

新たな体験並びに学習をすることにより、自分の役割を見つけ、地
域社会に貢献し、健康で活力のある毎日を送りましょう。
5/21高齢者に忍び寄る悪徳商法！  6/25天狗党・新撰組等の幕末史
7/16お墓に関するお話　9/17移動学習
10/22人権に関するお話　12/17クラブ活動の発表等
1/21初笑いガマの油売り口上　2/18交通事故を起こさない生き方

生涯
申込・問合先

生け花＆フラワーアレンジメント＆
プリザーブドフラワー講座

日時 6/2・16・23、7/7・14 （火曜日5回）
 10:00 ～12:00

講師 斎藤由美子（草月流師範会理事）

定員 15名

持参品 鋏（はさみ）・タオル・筆記用具
受講料 1,700円 教材費 毎回（1,800 ～ 3,000円）

会場 あじさい館会議室3,4

季節のお花を生け花でいけてからフラワーア
レンジメントに作り変えてお持ち帰りします。
プリザーブドフラワー作品にも挑戦しましょう！

霞公
申込・問合先

まゆクラフト講座

日時 6/25、7/16・23 （木曜日3回）
 14:00 ～ 16:00

講師 田崎秀子

定員 15名

持参品 目打ち、ハサミ、筆記用具
受講料 1,000円 教材費 毎回500円

会場 あじさい館会議室3,4

カイコのまゆを使って、自分だけのオリジナ
ルアクセサリーをつくってみませんか。季節
の花をかたどった素敵な作品を作りましょう。

霞公
申込・問合先

ハーブを楽しむ講座

日時 6/12・19・26、7/3・10 (金曜日5回）
 13:30 ～ 15:30

講師 柳沢よしえ（JHS上級ハーブインストラクター）

定員 20名

持参品 申込者に別途連絡します。
受講料 2,000円 教材費 3,000円 

会場 あじさい館会議室3,4

①ハーブの紹介、栽培方法②ハーブティーのいれ
方、効能③ラベンダーのクラフト作り④バジルの
ペースト作り⑤エッセンシャルオイルの使い方な
どハーブを日々の暮らしに生かす術を学びます。

霞公
申込・問合先

森の工作室 苔玉講座

日時 5/30（土） 9:00 ～ 11:30

講師 宮本和雄（一級造園施工管理士）

定員 30名

受講料 600円

会場 雪入ふれあいの里公園

和風洋風どちらの空間にも似合うミニ盆栽・
苔玉を作ってみませんか？

雪入
申込・問合先

ベネチアンガラス
アクセサリー講座

日時 6/5・12・26、7/10・24 (金曜日5回)
 9:30 ～ 12:30

講師 川田順子（くらふとさろん虹彩）

定員 13名

持参品 筆記用具
受講料 2,700円 教材費 8,900円（6組分）

会場 千代田公民館視聴覚室

イタリアのベネチアンガラスを使い「ガラスフュー
ジング」という技法で、世界に一つだけのオリジナ
ルアクセサリー（ネックレス他）を作ります。

千公
申込・問合先

かすみがうら
子ども大学（前期）

日時 （土曜日4回）13:00 ～ 15:00
定員 小学4～ 6年生 50名
会場 あじさい館 ほか
受講料 2,000円（500円×4回）

目指せノーベル賞！大学教授や専門家から
最新技術や情報を学ぶ、新しいカタチの子ど
ものための大学です。 ※受付5/7（木）～
6/20 円の価値って何？  7/18 未来のための歴
史学習　8/1 宇宙ってどんなとこ？  8/28 なぜ
飛行機は空を飛べるのか？

生涯
申込・問合先

キッズダンス講座

日時 7/11・18・25、8/1・8・22・29、
 9/5・12・19 （土曜日10回）
 10:00 ～11:30

講師 中島真理（MJC代表（日本ジャズダンス芸術協会会員)）

定員 小学生 15名
受講料 5,000円
持参品 ダンスシューズまたは室内用スニーカー（上履きでも構いません）、
 水分補給用飲み物、汗拭き用タオル、筆記用具

会場 あじさい館軽運動室

ダンス初心者でも大丈夫！10回のレッスンで、
じっくりと１曲の振り付けを完成させます。み
んなで楽しく踊りましょう！

霞公
申込・問合先

かけっこ教室

日時 8/22・29、9/5・12・19 （土曜日5回）
 13:30～15:00 ※8/29のみ15:30～17:00

講師 塩谷二郎（JAAF公認Jr.陸上指導員）

定員 小学生 15名

受講料 1,000円
持参品 運動着、運動靴、飲み物、タオル、体育館シューズ

会場 あじさい館コミュニティー広場又は体育センター

これで君もかけっこが好きになる！走り方
のコツや基本を学んで、運動会のヒーローを
目指しちゃおう！

霞公
申込・問合先

夏休み発明工夫教室

日時 8/2（日）・9（日） 13:30 ～ 15:30
講師 磯山邦良（石岡少年少女発明クラブ会長）

定員 小学生 20名
会場 あじさい館陶芸工作棟
受講料 無料
持参品 筆記用具

身の回りにある不便なものを探して、便利な
ものにしてみよう！作った作品は、夏休みの
宿題として発明工夫展に出品しよう。

霞公
申込・問合先

夏休み習字教室～半紙編～

日時 8/2（日） 9:30 ～ 12:00
講師 小泉佳風（龍賓書道会 師範）

定員 小中学生 20名
会場 あじさい館会議室1,2
受講料 300円 教材費 200円 
持参品 半紙、墨液、筆記用具、習字セット(お持ちの方は持参
 ください。お持ちでない方にはお貸しします。)

美しい字を書くコツ、とめ・はね・はらい・
バランスを学ぼう。夏休みの宿題はこれで
バッチリ！

霞公
申込・問合先

夏休み習字教室～条幅編～

日時 8/9（日） 9:30 ～ 12:00
講師 小泉佳風（龍賓書道会 師範）

定員 小中学生 10名
会場 あじさい館会議室1,2
受講料 300円 教材費 200円
持参品 墨液、筆記用具、習字セット（お持ちの方は持参くだ
 さい。お持ちでない方にはお貸しします。)

太筆で字を書く条幅。難しそうだけど、書き
方のコツを学べば安心。今年の夏休みは条幅
に挑戦してみよう！

霞公
申込・問合先

夏休み絵画教室

日時 7/26（日） 9:00 ～ 12:00
講師 坂本義也（彩友会（水彩画同好会））

定員 小学生 20名
会場 あじさい館会議室1,2
受講料 300円
持参品 水彩絵の具セット、パレット、筆、画板、筆記用具、画用紙

夏休みの宿題はこれで安心！絵が得意な児
童も苦手な児童も、水彩画の基本から学んで
ステキな絵を完成させよう。

霞公
申込・問合先

書道講座

日時 7/25（土）、8/1（土） 9:30 ～ 12:00
講師 佐藤幸子（白海書道会 師範）

定員 小学3～ 6年生 20名
会場 千代田公民館視聴覚室
受講料 500円
持参品 書道用具 、半紙、墨液

夏休みの宿題にとりかかろう！先生がお手
本を書いて用意します。3日前までに課題を
連絡してね！但し、半紙課題のみ。

千公
申込・問合先

陶芸講座

日時 7/25（土）、8/1（土） 10:00 ～ 12:00

講師 飯田卓也

定員 14名

持参品 エプロン・タオル・汚れてもよい服装

受講料 1,000円

会場 海洋センター陶芸室

夏休みに陶芸作りに挑戦しませんか。夏休み
の作品にもなりますよ！作品の出来上がり
は、8/27以降になります。

千公
申込・問合先

親子ふれあい広場
バードクラフト

日時 8/29（土） 9:00 ～ 11:30

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 親子10組
会場 雪入ふれあいの里公園
受講料 巣箱500円、バードコール200円

シジュウカラなど小鳥用の巣箱づくり、木の
枝と金具を使って鳥の鳴き声がする楽器
バードコールを作ります。

雪入
申込・問合先

親子ふれあい広場
苔玉づくり

日時 8/8（土） 9:00 ～ 11:30

講師 宮本和雄（一級造園施工管理士）

定員 親子10組
会場 雪入ふれあいの里公園
受講料 600円

夏のご家庭に涼しげな空間を。親子で苔玉づ
くりに挑戦してみませんか？

雪入
申込・問合先

ジュニアスイミング教室

日時 7/24（金）・28（火）・30（木）、8/4（火）・6（木）
講師 岩瀬哲夫ほか（市スポーツ推進委員）

定員 小学生3～ 6年生　50名
会場 B&G海洋センタープール
受講料 1,000円
持参品 水着、ゴーグル、帽子、タオル

この教室は水が苦手なお子さんが水に親し
み、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。

生涯
申込・問合先

受講料 各回300円

男子力・女子力アップ講座

日時 6/19、7/17、8/21、9/18 （金曜日4回）
 19:00 ～ 21:00
定員 20代・30代男女 各20名
会場 あじさい館

自分磨きがしたい！仲間を見つけたい！そん
な20代・30代を応援する講座です。
＊内容　6/19第一印象アップ術　7/17ファッション
　　　　8/21簡単エクササイズ　9/18料理
　　　　※7/17、8/21は男女別

生涯
申込・問合先

かすみがうら大人大学生涯
申込・問合先

受講料 無料　※無料託児あり。

ワーキング・ウーマンのすてきライフ
かすみがうら大人大学

日時 7/12（日） 13:30 ～ 15:00
講師 光畑由佳（有限会社モーハウス代表取締役）

定員 50名 (働く女性をサポートしたい男性も歓迎)
会場 あじさい館

仕事も生活（家事・育児・趣味など）も充実させ、
第一線で活躍している女性から、働き方や生き
方について学びます。子育てや結婚後も働きた
い女性必見！自分らしさを考えてみませんか。

あじさい土曜名画座

日時 5/2、6/6、7/4、8/1、9/5（土曜日５回）
 18:00 ～
※受付・開場時間は上映時間の30分前からとなります。
定員 各回100名（当日受付先着順）
賛助金 各回100円 会場 あじさい館視聴覚室

図書館AVライブラリーから上映可能な映画の上映
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ください。
5/2おくりびと　6/6リバー・ランズ・スルー・イット
7/4キタキツネ物語　8/1ブラス！　9/5HAZAN

霞公
申込・問合先

江戸芸かっぽれと
楽しいおどり

日時 5/15・29、6/5・19、7/3 （金曜日5回）
 14:00 ～ 16:00

講師 櫻川后美伊（櫻川流・江戸芸かっぽれ師範）

定員 15名

持参品 てぬぐい、たび
受講料 2,000円 

会場 千代田公民館和室

粋でいなせな”江戸芸かっぽれ”踊りをはじめ、
やさしい　楽しい踊りを健康や美容のために、
またはかくし芸として始めてみませんか！

千公
申込・問合先

トレーニング室利用講習会

日時 5/21、8/20、11/19、3/10 （木曜日4回）
 18:30 ～ 19:30

講師 健康運動指導士

定員 15歳（高校生）以上　各回20名
会場 働く女性の家トレーニング室
受講料 300円
持参品 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

女性の家
申込・問合先

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　※電話申込可

トレーニングマシン講習会

日時 5/30（土）14:00～16:00、6/21（日）10:00～12:00
 7/14（火）19:00～21:00
 ※各回とも基本的に同じ内容となります。

講師 健康運動指導士

定員 15歳（高校生）以上で、医師に運動を禁止
 されていない方。各回12名
会場 あじさい館トレーニング室 受講料 500円
持参品 運動できる服装、上履き、タオル、飲み物

あじさい館
申込・問合先

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。

★人材バンク制度とは・・・
　文化、芸術、スポーツ等の生涯学習活動において一芸に秀でた方に講師、指導
者としてご登録いただき、学習したい方の求めに応じて紹介する制度です。

★「仕事の合間に学びたい」「こんなことをやってみたい」など、市内のグループや
サークル等の団体または個人は、それぞれの学習のために、登録者を活用する
ことができます。

★http://edu.city.kasumigaura.ibaraki.jp/shogaigakushuka/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。　
　かすみがうら市教育委員会　生涯学習課
　社会教育係（ＴＥＬ：029-897-0511）

生涯学習推進人材バンク

発行／かすみがうら市教育委員会生涯学習課　平成27年3月18日
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  お申し込みする方の

ご　住　所

ご　氏　名

1. 希望講座名

2. ご住所

3. ご氏名

4. 年齢

5. 電話番号

6. 性別

7. その他
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50

ふるさとの山を巡る

日時 6/5（金） 8:30 ～ 12:00
講師 鈴木敏信（市民学芸員の会 山の部部長）

定員 30名

受講料 100円

会場 市内の山並みを散策します

かすみがうら市の山の魅力を実際に散策しな
がら堪能しましょう。

資料館
申込・問合先

春のミニハイキング

日時 4/18（土） 9:00 ～ 11:30

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 30名

受講料 100円

会場 雪入ふれあいの里公園

公園と雪入集落の里を結ぶ散策路を歩きなが
ら、春の花や野鳥のさえずりなど、春一番をさ
がします。

雪入
申込・問合先

ジオパークと筑波山・
霞ヶ浦の歴史講座

日時 5/17、6/14、7/12、8/9 （日曜日4回）
 13:30～15:00 （8/9のみ10:00 ～ 11:30）

講師 千葉隆司（郷土資料館 学芸員）

定員 30名
受講料 100円

会場 ビジターセンター

筑波山地域ジオパークのすばらしさを①自然
との共生、②石・粘土・砂鉄の産業、③風土記・
万葉集などの文学、④宗教文化など歴史や産業
から学習します。

資料館
申込・問合先

筑波山地域ジオパーク
（歴史編）ガイド養成講座

日時 5/24、6/21、7/19、8/9 （日曜日4回）
 13:30 ～ 15:00

講師 千葉隆司（郷土資料館 学芸員）

定員 9名
受講料 100円

会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

①粘土を使用したやきもの文化、②石材産業、
③風土記・万葉集などの文学、④宗教文化の４
つの視点でジオパークに関わる史跡を現地学
習します。

資料館
申込・問合先

志筑地区の活性化講座

日時 5/31、6/28、7/26、8/23、9/27
 （日曜日5回） 13:30 ～ 15:00

講師 千葉隆司（郷土資料館 学芸員）

定員 30名
受講料 100円

会場 中志筑地区集落センター

かすみがうら市の魅力が集中している地区に
志筑地区があります。志筑地区の歴史的魅力
を学び、地域活性化策を考えてみませんか。

資料館
申込・問合先

アーリーバードウォッチング

日時 5/16（土） 5:00 ～ 8:00

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 20名

受講料 100円

会場 三ツ石森林公園

いよいよ夏鳥シーズンの到来。新緑の森でキ
ビタキやイカルなど、姿も声も美しい小鳥た
ちを探します。

雪入
申込・問合先

三ツ石の森植物観察 

日時 4/25（土）、6/27（土） 9:00 ～ 11:30

講師 吉武和治郎（茨城県環境アドバイザー）

定員 30名

受講料 300円

会場 三ツ石森林公園

ナラやクヌギ、サクラが自生する明るい森で、
スミレやランのなかまなど、季節の花を中心
に観察します。

雪入
申込・問合先

歩きませんか水戸街道

日時 9/15（火） 9:00 ～ 11:30

講師 深井征一郎（市民学芸員の会事務局長）

定員 30名

受講料 100円

会場 千代田保健センター集合

市内に残る水戸街道を歩き、江戸時代に思い
をはせましょう。上土田から市川地区を歩き
ます。

資料館
申込・問合先

古文書講座

日時 6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、
 12/5、1/9、2/6、3/5 （土曜日10回）
 13:30 ～ 15:00

講師 岡田久男（古文書を読む会会長）

定員 20名

受講料 1,000円

会場 ビジターセンター

市内に伝わる古文書の読み方を学習し、市の
歴史を学びましょう。　

資料館
申込・問合先

和綴じ教室とその応用

日時 6/16（火） 13:30 ～ 15:30

講師 谷川峯子（市民学芸員の会）

定員 30名

受講料 100円

会場 ビジターセンター

昔ながらの製本する技術を学びましょう。

資料館
申込・問合先

雪入昆虫ウォッチング

日時 5/9（土）、7/25（土） 9:00 ～ 11:30

講師 柄澤保彦（自然観察指導員）

定員 30名

受講料 300円

会場 雪入ふれあいの里公園

草原や林、水辺のある雪入公園は昆虫たちの宝
庫。チョウやトンボ、甲虫、バッタなどさまざま
な昆虫たちのくらしをウォッチングします。

雪入
申込・問合先

ナイトウォッチング

日時 8/1（土） 18:00 ～ 20:00

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 20名

受講料 100円

会場 三ツ石森林公園

夜の森を歩いたことがありますか？灯りや樹
液に集まる虫たち、運がよければフクロウが
見られるかも。

雪入
申込・問合先

市民学芸員養成講座

日時 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4（日曜日5回） 
 13:30 ～ 15:00

講師 千葉隆司ほか（郷土資料館 学芸員）

定員 20名
受講料 100円

会場 ビジターセンター

かすみがうら市の魅力である考古・歴史・民俗・
自然・観光の基礎的な５項目を学習し、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。

資料館
申込・問合先

はつらつ！
歴史ウォーキング！

日時 7/11（土）、8/22（土） 13:30 ～ 16:00

講師 大久保隆史（郷土資料館学芸員）

定員 20名
受講料 100円

会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

かすみがうら市には、様々な歴史遺産が存在
します。ウォーキングしながら、身近な歴史に
触れてみませんか？

資料館
申込・問合先

見に行くべ！
湖山のパワースポット

日時 9/5（土）・26（土） 13:30 ～ 15:30

講師 大久保隆史（郷土資料館学芸員）

定員 20名
受講料 100円

会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

現代社会に悩みや不安は付き物。市内の神社
仏閣、巨木や素敵な景観に触れ、明日への活力
を養いましょう！ バスで巡ります。
①千代田地区 ②霞ヶ浦地区

資料館
申込・問合先

弾丸！
歴史サイクリング！

日時 6/13（土）・27（土） 13:30 ～ 15:30

講師 大久保隆史（郷土資料館学芸員）

定員 20名（大人向け）
受講料 100円会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

自転車に乗って歴史遺産見学！ 神社やお寺、
古墳等、史跡をたくさん巡ります！
①千代田地区 ②霞ヶ浦地区
※貸し自転車（無料）あり

資料館
申込・問合先

赤十字健康生活支援講習

日時 5/14・21・28、6/4・11・18（木曜日6回）
 9:30 ～11:30

講師 日本赤十字社茨城県南支部指導員

定員 10名

持参品 筆記用具 ※他は初日に一覧表を配布します
受講料 無料 教材費 500円

会場 あじさい館会議室1、2

全6回の講座で、介護やお世話の仕方、災害時
の対処法など、高齢者支援の方法を講義と実
技を通して幅広く学びます。

霞公
申込・問合先

朗読講座

日時 6/11、7/9、8/6、9/10、10/1、11/12、
 12/10、1/7、2/4、3/10（木曜日10回） 
 10:00 ～12:00

講師 西依恵美子

定員 20名

受講料 1,500円 

会場 あじさい館

聴覚障がい者のための音声訳を学ぶ講座です。
講座修了後、広報誌音訳や図書館での対面朗
読で活躍します。

社協
申込・問合先

ハンドセラピー講座

日時 6/22(月) 13:30 ～15:30

講師 荒井由美子（アロマコーディネーター／アロマセラピスト）

定員 10名

材料費 2,000円

受講料 1,000円

会場 やまゆり館

ハンドセラピーとアロマ療法を学んで高齢者
施設等のボランティアに活かしませんか。
（妊婦の方不可）

社協
申込・問合先

介護入門講座
（初めての介護、認知症の理解、救急法）

日時 6/17・24、7/1（水曜日3回）
 10:00～12:00（救急法講座は9:00 ～）

講師 高齢者施設職員、消防署職員

定員 20名
受講料 500円

会場 あじさい館

高齢者の理解、認知症の症状などを学びボラ
ンティアやコミュニケーションのきっかけ作
りとして学びませんか。

社協
申込・問合先

パソコン活用!
映像(動画)・音楽を楽しむ

日時 5/20、6/3・10・17・24、7/1 （水曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品 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。）

受講料 3,000円 教材費 700円
会場 あじさい館研修室2

DVD鑑賞・音楽CDの聴き方、パソコンへの
保存、コピーなど解説。また、インターネットを
利用した動画サイトの閲覧も行います。

霞公
申込・問合先

パソコン基礎と活用!
Wordの基礎と写真編集

日時 7/8・15・22・29、8/5・12 （水曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品  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。）

受講料 3,000円 教材費 700円
会場 あじさい館研修室2

はじめての方でも参加大丈夫です。パソコンの
基本操作とWordの基礎を学びます。写真の挿
入・編集などもできるようになります。

霞公
申込・問合先

パソコン講座
（デジタルカメラと写真とデータ活用管理）

日時 6/25、7/2・9・16・23・30 （木曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品 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。）、デジタルカメラ

受講料 3,000円 教材費 500円
会場 千代田公民館視聴覚室

文字の入力ができる方対象です。デジタルカメ
ラの撮影基礎や撮影後の写真をパソコンに取り
込み、印刷、整理整頓等、解説します。

千公
申込・問合先

パソコン講座
（エクセルの基礎知識）

日時 5/14・21・28、6/4・11・18 （木曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品 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。）

受講料 3,000円 教材費 500円
会場 千代田公民館視聴覚室

文字の入力ができる方対象です。講座では、住
所録の作成、表計算、会計報告や商品の在庫管
理、収入支出などの計算方法を紹介します。

千公
申込・問合先

申込・問合先受講申込のご案内
≪申込方法≫
■                                        　　　 講座
 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。

■                             講座
 通常はがき１人１枚をご
持参のうえ窓口へ直接お
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。

◆ 生涯学習課・霞ヶ浦公民館
 〒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

◆ 千代田公民館
 〒315-0065  かすみがうら市上佐谷991-5
 TEL:0299-59-5252  FAX:0299-59-5253

◆ 郷土資料館
 〒300-0214  かすみがうら市坂1029
 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 生涯学習課生涯 霞ヶ浦公民館霞公

霞公

千代田公民館千公 あじさい館あじさい館

千公

郷土資料館資料館

資料館あじさい館

働く女性の家女性の家 社会福祉協議会社協

社協

雪入ふれあいの里公園雪入

生涯 女性の家 雪入
生涯 霞公 あじさい館

千公

資料館

女性の家

社協

雪入

≪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。
■ 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。
■ 申し込み期日をご確認のうえお申し込みください。なお、申し込み
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。

申込期間　平成27年4月15日（水）～
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  お申し込みする方の

ご　住　所

ご　氏　名

1. 希望講座名

2. ご住所

3. ご氏名

4. 年齢

5. 電話番号

6. 性別

7. その他

《返信・表》 （往信・裏）
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ふるさとの山を巡る

日時 6/5（金） 8:30 ～ 12:00
講師 鈴木敏信（市民学芸員の会 山の部部長）

定員 30名

受講料 100円

会場 市内の山並みを散策します

かすみがうら市の山の魅力を実際に散策しな
がら堪能しましょう。

資料館
申込・問合先

春のミニハイキング

日時 4/18（土） 9:00 ～ 11:30

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 30名

受講料 100円

会場 雪入ふれあいの里公園

公園と雪入集落の里を結ぶ散策路を歩きなが
ら、春の花や野鳥のさえずりなど、春一番をさ
がします。

雪入
申込・問合先

ジオパークと筑波山・
霞ヶ浦の歴史講座

日時 5/17、6/14、7/12、8/9 （日曜日4回）
 13:30～15:00 （8/9のみ10:00 ～ 11:30）

講師 千葉隆司（郷土資料館 学芸員）

定員 30名
受講料 100円

会場 ビジターセンター

筑波山地域ジオパークのすばらしさを①自然
との共生、②石・粘土・砂鉄の産業、③風土記・
万葉集などの文学、④宗教文化など歴史や産業
から学習します。

資料館
申込・問合先

筑波山地域ジオパーク
（歴史編）ガイド養成講座

日時 5/24、6/21、7/19、8/9 （日曜日4回）
 13:30 ～ 15:00

講師 千葉隆司（郷土資料館 学芸員）

定員 9名
受講料 100円

会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

①粘土を使用したやきもの文化、②石材産業、
③風土記・万葉集などの文学、④宗教文化の４
つの視点でジオパークに関わる史跡を現地学
習します。

資料館
申込・問合先

志筑地区の活性化講座

日時 5/31、6/28、7/26、8/23、9/27
 （日曜日5回） 13:30 ～ 15:00

講師 千葉隆司（郷土資料館 学芸員）

定員 30名
受講料 100円

会場 中志筑地区集落センター

かすみがうら市の魅力が集中している地区に
志筑地区があります。志筑地区の歴史的魅力
を学び、地域活性化策を考えてみませんか。

資料館
申込・問合先

アーリーバードウォッチング

日時 5/16（土） 5:00 ～ 8:00

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 20名

受講料 100円

会場 三ツ石森林公園

いよいよ夏鳥シーズンの到来。新緑の森でキ
ビタキやイカルなど、姿も声も美しい小鳥た
ちを探します。

雪入
申込・問合先

三ツ石の森植物観察 

日時 4/25（土）、6/27（土） 9:00 ～ 11:30

講師 吉武和治郎（茨城県環境アドバイザー）

定員 30名

受講料 300円

会場 三ツ石森林公園

ナラやクヌギ、サクラが自生する明るい森で、
スミレやランのなかまなど、季節の花を中心
に観察します。

雪入
申込・問合先

歩きませんか水戸街道

日時 9/15（火） 9:00 ～ 11:30

講師 深井征一郎（市民学芸員の会事務局長）

定員 30名

受講料 100円

会場 千代田保健センター集合

市内に残る水戸街道を歩き、江戸時代に思い
をはせましょう。上土田から市川地区を歩き
ます。

資料館
申込・問合先

古文書講座

日時 6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、
 12/5、1/9、2/6、3/5 （土曜日10回）
 13:30 ～ 15:00

講師 岡田久男（古文書を読む会会長）

定員 20名

受講料 1,000円

会場 ビジターセンター

市内に伝わる古文書の読み方を学習し、市の
歴史を学びましょう。　

資料館
申込・問合先

和綴じ教室とその応用

日時 6/16（火） 13:30 ～ 15:30

講師 谷川峯子（市民学芸員の会）

定員 30名

受講料 100円

会場 ビジターセンター

昔ながらの製本する技術を学びましょう。

資料館
申込・問合先

雪入昆虫ウォッチング

日時 5/9（土）、7/25（土） 9:00 ～ 11:30

講師 柄澤保彦（自然観察指導員）

定員 30名

受講料 300円

会場 雪入ふれあいの里公園

草原や林、水辺のある雪入公園は昆虫たちの宝
庫。チョウやトンボ、甲虫、バッタなどさまざま
な昆虫たちのくらしをウォッチングします。

雪入
申込・問合先

ナイトウォッチング

日時 8/1（土） 18:00 ～ 20:00

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 20名

受講料 100円

会場 三ツ石森林公園

夜の森を歩いたことがありますか？灯りや樹
液に集まる虫たち、運がよければフクロウが
見られるかも。

雪入
申込・問合先

市民学芸員養成講座

日時 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4（日曜日5回） 
 13:30 ～ 15:00

講師 千葉隆司ほか（郷土資料館 学芸員）

定員 20名
受講料 100円

会場 ビジターセンター

かすみがうら市の魅力である考古・歴史・民俗・
自然・観光の基礎的な５項目を学習し、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。

資料館
申込・問合先

はつらつ！
歴史ウォーキング！

日時 7/11（土）、8/22（土） 13:30 ～ 16:00

講師 大久保隆史（郷土資料館学芸員）

定員 20名
受講料 100円

会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

かすみがうら市には、様々な歴史遺産が存在
します。ウォーキングしながら、身近な歴史に
触れてみませんか？

資料館
申込・問合先

見に行くべ！
湖山のパワースポット

日時 9/5（土）・26（土） 13:30 ～ 15:30

講師 大久保隆史（郷土資料館学芸員）

定員 20名
受講料 100円

会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

現代社会に悩みや不安は付き物。市内の神社
仏閣、巨木や素敵な景観に触れ、明日への活力
を養いましょう！ バスで巡ります。
①千代田地区 ②霞ヶ浦地区

資料館
申込・問合先

弾丸！
歴史サイクリング！

日時 6/13（土）・27（土） 13:30 ～ 15:30

講師 大久保隆史（郷土資料館学芸員）

定員 20名（大人向け）
受講料 100円会場 遺跡や史跡・名勝などの現地

自転車に乗って歴史遺産見学！ 神社やお寺、
古墳等、史跡をたくさん巡ります！
①千代田地区 ②霞ヶ浦地区
※貸し自転車（無料）あり

資料館
申込・問合先

赤十字健康生活支援講習

日時 5/14・21・28、6/4・11・18（木曜日6回）
 9:30 ～11:30

講師 日本赤十字社茨城県南支部指導員

定員 10名

持参品 筆記用具 ※他は初日に一覧表を配布します
受講料 無料 教材費 500円

会場 あじさい館会議室1、2

全6回の講座で、介護やお世話の仕方、災害時
の対処法など、高齢者支援の方法を講義と実
技を通して幅広く学びます。

霞公
申込・問合先

朗読講座

日時 6/11、7/9、8/6、9/10、10/1、11/12、
 12/10、1/7、2/4、3/10（木曜日10回） 
 10:00 ～12:00

講師 西依恵美子

定員 20名

受講料 1,500円 

会場 あじさい館

聴覚障がい者のための音声訳を学ぶ講座です。
講座修了後、広報誌音訳や図書館での対面朗
読で活躍します。

社協
申込・問合先

ハンドセラピー講座

日時 6/22(月) 13:30 ～15:30

講師 荒井由美子（アロマコーディネーター／アロマセラピスト）

定員 10名

材料費 2,000円

受講料 1,000円

会場 やまゆり館

ハンドセラピーとアロマ療法を学んで高齢者
施設等のボランティアに活かしませんか。
（妊婦の方不可）

社協
申込・問合先

介護入門講座
（初めての介護、認知症の理解、救急法）

日時 6/17・24、7/1（水曜日3回）
 10:00～12:00（救急法講座は9:00 ～）

講師 高齢者施設職員、消防署職員

定員 20名
受講料 500円

会場 あじさい館

高齢者の理解、認知症の症状などを学びボラ
ンティアやコミュニケーションのきっかけ作
りとして学びませんか。

社協
申込・問合先

パソコン活用!
映像(動画)・音楽を楽しむ

日時 5/20、6/3・10・17・24、7/1 （水曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品 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。）

受講料 3,000円 教材費 700円
会場 あじさい館研修室2

DVD鑑賞・音楽CDの聴き方、パソコンへの
保存、コピーなど解説。また、インターネットを
利用した動画サイトの閲覧も行います。

霞公
申込・問合先

パソコン基礎と活用!
Wordの基礎と写真編集

日時 7/8・15・22・29、8/5・12 （水曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品  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。）

受講料 3,000円 教材費 700円
会場 あじさい館研修室2

はじめての方でも参加大丈夫です。パソコンの
基本操作とWordの基礎を学びます。写真の挿
入・編集などもできるようになります。

霞公
申込・問合先

パソコン講座
（デジタルカメラと写真とデータ活用管理）

日時 6/25、7/2・9・16・23・30 （木曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品 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。）、デジタルカメラ

受講料 3,000円 教材費 500円
会場 千代田公民館視聴覚室

文字の入力ができる方対象です。デジタルカメ
ラの撮影基礎や撮影後の写真をパソコンに取り
込み、印刷、整理整頓等、解説します。

千公
申込・問合先

パソコン講座
（エクセルの基礎知識）

日時 5/14・21・28、6/4・11・18 （木曜日6回）
 9:30 ～ 12:00

講師 片岡秀典（シーウェーブ代表）

定員 15名

持参品 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。）

受講料 3,000円 教材費 500円
会場 千代田公民館視聴覚室

文字の入力ができる方対象です。講座では、住
所録の作成、表計算、会計報告や商品の在庫管
理、収入支出などの計算方法を紹介します。

千公
申込・問合先

申込・問合先受講申込のご案内
≪申込方法≫
■                                        　　　 講座
 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。

■                             講座
 通常はがき１人１枚をご
持参のうえ窓口へ直接お
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。

◆ 生涯学習課・霞ヶ浦公民館
 〒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

◆ 千代田公民館
 〒315-0065  かすみがうら市上佐谷991-5
 TEL:0299-59-5252  FAX:0299-59-5253

◆ 郷土資料館
 〒300-0214  かすみがうら市坂1029
 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 生涯学習課生涯 霞ヶ浦公民館霞公

霞公

千代田公民館千公 あじさい館あじさい館

千公

郷土資料館資料館

資料館あじさい館

働く女性の家女性の家 社会福祉協議会社協

社協

雪入ふれあいの里公園雪入

生涯 女性の家 雪入
生涯 霞公 あじさい館

千公

資料館

女性の家

社協

雪入

≪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。
■ 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。
■ 申し込み期日をご確認のうえお申し込みください。なお、申し込み
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。

申込期間　平成27年4月15日（水）～
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かすみがうら
高齢者大学

日時 （木曜日8回）10:30 ～ 15:00
定員 130名
受講料 300円

会場 あじさい館 ほか

新たな体験並びに学習をすることにより、自分の役割を見つけ、地
域社会に貢献し、健康で活力のある毎日を送りましょう。
5/21高齢者に忍び寄る悪徳商法！  6/25天狗党・新撰組等の幕末史
7/16お墓に関するお話　9/17移動学習
10/22人権に関するお話　12/17クラブ活動の発表等
1/21初笑いガマの油売り口上　2/18交通事故を起こさない生き方

生涯
申込・問合先

生け花＆フラワーアレンジメント＆
プリザーブドフラワー講座

日時 6/2・16・23、7/7・14 （火曜日5回）
 10:00 ～12:00

講師 斎藤由美子（草月流師範会理事）

定員 15名

持参品 鋏（はさみ）・タオル・筆記用具
受講料 1,700円 教材費 毎回（1,800 ～ 3,000円）

会場 あじさい館会議室3,4

季節のお花を生け花でいけてからフラワーア
レンジメントに作り変えてお持ち帰りします。
プリザーブドフラワー作品にも挑戦しましょう！

霞公
申込・問合先

まゆクラフト講座

日時 6/25、7/16・23 （木曜日3回）
 14:00 ～ 16:00

講師 田崎秀子

定員 15名

持参品 目打ち、ハサミ、筆記用具
受講料 1,000円 教材費 毎回500円

会場 あじさい館会議室3,4

カイコのまゆを使って、自分だけのオリジナ
ルアクセサリーをつくってみませんか。季節
の花をかたどった素敵な作品を作りましょう。

霞公
申込・問合先

ハーブを楽しむ講座

日時 6/12・19・26、7/3・10 (金曜日5回）
 13:30 ～ 15:30

講師 柳沢よしえ（JHS上級ハーブインストラクター）

定員 20名

持参品 申込者に別途連絡します。
受講料 2,000円 教材費 3,000円 

会場 あじさい館会議室3,4

①ハーブの紹介、栽培方法②ハーブティーのいれ
方、効能③ラベンダーのクラフト作り④バジルの
ペースト作り⑤エッセンシャルオイルの使い方な
どハーブを日々の暮らしに生かす術を学びます。

霞公
申込・問合先

森の工作室 苔玉講座

日時 5/30（土） 9:00 ～ 11:30

講師 宮本和雄（一級造園施工管理士）

定員 30名

受講料 600円

会場 雪入ふれあいの里公園

和風洋風どちらの空間にも似合うミニ盆栽・
苔玉を作ってみませんか？

雪入
申込・問合先

ベネチアンガラス
アクセサリー講座

日時 6/5・12・26、7/10・24 (金曜日5回)
 9:30 ～ 12:30

講師 川田順子（くらふとさろん虹彩）

定員 13名

持参品 筆記用具
受講料 2,700円 教材費 8,900円（6組分）

会場 千代田公民館視聴覚室

イタリアのベネチアンガラスを使い「ガラスフュー
ジング」という技法で、世界に一つだけのオリジナ
ルアクセサリー（ネックレス他）を作ります。

千公
申込・問合先

かすみがうら
子ども大学（前期）

日時 （土曜日4回）13:00 ～ 15:00
定員 小学4～ 6年生 50名
会場 あじさい館 ほか
受講料 2,000円（500円×4回）

目指せノーベル賞！大学教授や専門家から
最新技術や情報を学ぶ、新しいカタチの子ど
ものための大学です。 ※受付5/7（木）～
6/20 円の価値って何？  7/18 未来のための歴
史学習　8/1 宇宙ってどんなとこ？  8/28 なぜ
飛行機は空を飛べるのか？

生涯
申込・問合先

キッズダンス講座

日時 7/11・18・25、8/1・8・22・29、
 9/5・12・19 （土曜日10回）
 10:00 ～11:30

講師 中島真理（MJC代表（日本ジャズダンス芸術協会会員)）

定員 小学生 15名
受講料 5,000円
持参品 ダンスシューズまたは室内用スニーカー（上履きでも構いません）、
 水分補給用飲み物、汗拭き用タオル、筆記用具

会場 あじさい館軽運動室

ダンス初心者でも大丈夫！10回のレッスンで、
じっくりと１曲の振り付けを完成させます。み
んなで楽しく踊りましょう！

霞公
申込・問合先

かけっこ教室

日時 8/22・29、9/5・12・19 （土曜日5回）
 13:30～15:00 ※8/29のみ15:30～17:00

講師 塩谷二郎（JAAF公認Jr.陸上指導員）

定員 小学生 15名

受講料 1,000円
持参品 運動着、運動靴、飲み物、タオル、体育館シューズ

会場 あじさい館コミュニティー広場又は体育センター

これで君もかけっこが好きになる！走り方
のコツや基本を学んで、運動会のヒーローを
目指しちゃおう！

霞公
申込・問合先

夏休み発明工夫教室

日時 8/2（日）・9（日） 13:30 ～ 15:30
講師 磯山邦良（石岡少年少女発明クラブ会長）

定員 小学生 20名
会場 あじさい館陶芸工作棟
受講料 無料
持参品 筆記用具

身の回りにある不便なものを探して、便利な
ものにしてみよう！作った作品は、夏休みの
宿題として発明工夫展に出品しよう。

霞公
申込・問合先

夏休み習字教室～半紙編～

日時 8/2（日） 9:30 ～ 12:00
講師 小泉佳風（龍賓書道会 師範）

定員 小中学生 20名
会場 あじさい館会議室1,2
受講料 300円 教材費 200円 
持参品 半紙、墨液、筆記用具、習字セット(お持ちの方は持参
 ください。お持ちでない方にはお貸しします。)

美しい字を書くコツ、とめ・はね・はらい・
バランスを学ぼう。夏休みの宿題はこれで
バッチリ！

霞公
申込・問合先

夏休み習字教室～条幅編～

日時 8/9（日） 9:30 ～ 12:00
講師 小泉佳風（龍賓書道会 師範）

定員 小中学生 10名
会場 あじさい館会議室1,2
受講料 300円 教材費 200円
持参品 墨液、筆記用具、習字セット（お持ちの方は持参くだ
 さい。お持ちでない方にはお貸しします。)

太筆で字を書く条幅。難しそうだけど、書き
方のコツを学べば安心。今年の夏休みは条幅
に挑戦してみよう！

霞公
申込・問合先

夏休み絵画教室

日時 7/26（日） 9:00 ～ 12:00
講師 坂本義也（彩友会（水彩画同好会））

定員 小学生 20名
会場 あじさい館会議室1,2
受講料 300円
持参品 水彩絵の具セット、パレット、筆、画板、筆記用具、画用紙

夏休みの宿題はこれで安心！絵が得意な児
童も苦手な児童も、水彩画の基本から学んで
ステキな絵を完成させよう。

霞公
申込・問合先

書道講座

日時 7/25（土）、8/1（土） 9:30 ～ 12:00
講師 佐藤幸子（白海書道会 師範）

定員 小学3～ 6年生 20名
会場 千代田公民館視聴覚室
受講料 500円
持参品 書道用具 、半紙、墨液

夏休みの宿題にとりかかろう！先生がお手
本を書いて用意します。3日前までに課題を
連絡してね！但し、半紙課題のみ。

千公
申込・問合先

陶芸講座

日時 7/25（土）、8/1（土） 10:00 ～ 12:00

講師 飯田卓也

定員 14名

持参品 エプロン・タオル・汚れてもよい服装

受講料 1,000円

会場 海洋センター陶芸室

夏休みに陶芸作りに挑戦しませんか。夏休み
の作品にもなりますよ！作品の出来上がり
は、8/27以降になります。

千公
申込・問合先

親子ふれあい広場
バードクラフト

日時 8/29（土） 9:00 ～ 11:30

講師 川崎慎二（雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター職員）

定員 親子10組
会場 雪入ふれあいの里公園
受講料 巣箱500円、バードコール200円

シジュウカラなど小鳥用の巣箱づくり、木の
枝と金具を使って鳥の鳴き声がする楽器
バードコールを作ります。

雪入
申込・問合先

親子ふれあい広場
苔玉づくり

日時 8/8（土） 9:00 ～ 11:30

講師 宮本和雄（一級造園施工管理士）

定員 親子10組
会場 雪入ふれあいの里公園
受講料 600円

夏のご家庭に涼しげな空間を。親子で苔玉づ
くりに挑戦してみませんか？

雪入
申込・問合先

ジュニアスイミング教室

日時 7/24（金）・28（火）・30（木）、8/4（火）・6（木）
講師 岩瀬哲夫ほか（市スポーツ推進委員）

定員 小学生3～ 6年生　50名
会場 B&G海洋センタープール
受講料 1,000円
持参品 水着、ゴーグル、帽子、タオル

この教室は水が苦手なお子さんが水に親し
み、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。

生涯
申込・問合先

受講料 各回300円

男子力・女子力アップ講座

日時 6/19、7/17、8/21、9/18 （金曜日4回）
 19:00 ～ 21:00
定員 20代・30代男女 各20名
会場 あじさい館

自分磨きがしたい！仲間を見つけたい！そん
な20代・30代を応援する講座です。
＊内容　6/19第一印象アップ術　7/17ファッション
　　　　8/21簡単エクササイズ　9/18料理
　　　　※7/17、8/21は男女別

生涯
申込・問合先

かすみがうら大人大学生涯
申込・問合先

受講料 無料　※無料託児あり。

ワーキング・ウーマンのすてきライフ
かすみがうら大人大学

日時 7/12（日） 13:30 ～ 15:00
講師 光畑由佳（有限会社モーハウス代表取締役）

定員 50名 (働く女性をサポートしたい男性も歓迎)
会場 あじさい館

仕事も生活（家事・育児・趣味など）も充実させ、
第一線で活躍している女性から、働き方や生き
方について学びます。子育てや結婚後も働きた
い女性必見！自分らしさを考えてみませんか。

あじさい土曜名画座

日時 5/2、6/6、7/4、8/1、9/5（土曜日５回）
 18:00 ～
※受付・開場時間は上映時間の30分前からとなります。
定員 各回100名（当日受付先着順）
賛助金 各回100円 会場 あじさい館視聴覚室

図書館AVライブラリーから上映可能な映画の上映
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ください。
5/2おくりびと　6/6リバー・ランズ・スルー・イット
7/4キタキツネ物語　8/1ブラス！　9/5HAZAN

霞公
申込・問合先

江戸芸かっぽれと
楽しいおどり

日時 5/15・29、6/5・19、7/3 （金曜日5回）
 14:00 ～ 16:00

講師 櫻川后美伊（櫻川流・江戸芸かっぽれ師範）

定員 15名

持参品 てぬぐい、たび
受講料 2,000円 

会場 千代田公民館和室

粋でいなせな”江戸芸かっぽれ”踊りをはじめ、
やさしい　楽しい踊りを健康や美容のために、
またはかくし芸として始めてみませんか！

千公
申込・問合先

トレーニング室利用講習会

日時 5/21、8/20、11/19、3/10 （木曜日4回）
 18:30 ～ 19:30

講師 健康運動指導士

定員 15歳（高校生）以上　各回20名
会場 働く女性の家トレーニング室
受講料 300円
持参品 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

女性の家
申込・問合先

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　※電話申込可

トレーニングマシン講習会

日時 5/30（土）14:00～16:00、6/21（日）10:00～12:00
 7/14（火）19:00～21:00
 ※各回とも基本的に同じ内容となります。

講師 健康運動指導士

定員 15歳（高校生）以上で、医師に運動を禁止
 されていない方。各回12名
会場 あじさい館トレーニング室 受講料 500円
持参品 運動できる服装、上履き、タオル、飲み物

あじさい館
申込・問合先

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。

★人材バンク制度とは・・・
　文化、芸術、スポーツ等の生涯学習活動において一芸に秀でた方に講師、指導
者としてご登録いただき、学習したい方の求めに応じて紹介する制度です。

★「仕事の合間に学びたい」「こんなことをやってみたい」など、市内のグループや
サークル等の団体または個人は、それぞれの学習のために、登録者を活用する
ことができます。

★http://edu.city.kasumigaura.ibaraki.jp/shogaigakushuka/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。　
　かすみがうら市教育委員会　生涯学習課
　社会教育係（ＴＥＬ：029-897-0511）

生涯学習推進人材バンク
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