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いろいろ学習したい、やってみたいと思つているけれど

いつ、どこで、どんな講座が開かれるのかわからないという方のために

今年度の生涯学習講座内容等をご案内いたします。

′S、るってご参加<ださい。
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(6月 )

〈健康・スポーツ〉
【カーレット入円】
鰻 雅なフラ】

(5月 )

(5月 )

く産業・情報)

(パソコン講座(初)●級】
【電子メジャーを作ろう)

【子ども向けブログラミング講座〕

(新 しい電気を体験しよう】
【ライン追尾カーの理解と組み立て】

(5月 )

(5月 )

(8月 )

(8月 )

(8月 )

〈書道・ペン習字〉
【ボールペン字講座】
【あしから己書幸座(香)

(4月 )

(7月 )

く趣味・工去〉
【トールペイント&デコパージュ

・ステンシル】
【パッチワーク】

(5月 )

(7月 )

〈刺 繍)

(こさん刺し入門講座】 (5月 )

(6月 )

(7月 )

〈教育・保育〉

〔親子で楽しむわらべうた遊ひ】

【第1回本読みママの絵本カフェ〕
(5月 )

(7月 )

く
年EI誉為りたい年金講

電月・5月
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6月 )

(4月 )

(8月 )

(8月 )

ボールベン字講座 全5回
~r‐

美して顧 る示7ラ下丁万棘 すて調
~~

明し、添削指導をします。楽しみながら学ん
ていきましょう。
1参加者全員にお名前のお手本を差し上げま
|つ 。

講:口 i森□ 静水さん   文」象 :一般

おしらせ版渇載 (4/1)

5月 17曰 (火)1000～1600

優雅なフラ

楽しい雰□気の由て、イ憂雅なフラをEヽ じ
て・・ ま口んかつloも体tほくれてt,き ま
すよ 11

講:う :スロ 耳●美さん   対象 :―艘

おしらせ版掲戴 (4/1)

5月21日 (i〉  10100～ 11:30

電子メジャーを作ろう

万 F竃■
~7~再

Ъ を使つて電子メジう―を
作ります。2センチメートルから4メー

トルまで測れるるデイスプレー付き超晋
波式のメジャーです。制作はケープルを
繋ぐだけ。ブログラムも説明します。

講師 l,勢G 律さん 対象 :小学4年生以上

前期生涯学習 【ジャンル別講座〕 おしらせ版掲載 (4/1)

【月別講座〕 【4月〕

おしらせ版掲載 (4/1)

4月 19日 (火)10:00～ 11130

アロマテラピー ～香りて遊ほう～ 0
香りも楽しむ化粧水づくり

いつも使うものに香りのスパイスを添え
てみませんか。

4月 23日 (■)13ЮO～ 16:OO

もっと知りたい年金講座①
年金制度の仕組み

第1回目は「年金制度の仕組み」や「ね
んきん定期便の見方」等について解説し
ます。

講師 川島 祥匡さん 対象 :一般

〔月別講座】 【5月 】

おしらせ版掲載 (4/1)

5月 12日 (木)/5月 20日 (金 )

10:00～ 11:OO

親子で楽しむわらべうた遊び ①

ハンカチや体を使つて親子遊びや集団遊びを
楽しみます。子育てに役立ててください。

脩夕
講師 :舟橋 ゆみ子さん  1ヽ象 :0～ 3歳児と保護者

おしらせ版掲載 (4/1)

カーレット入P3 1金 3回

カーレットは氷上で行うカーリングを机の上
で気軽に楽しめるスポーツです。どなたにで
もできるので「ワクワク、 ドキドキでき
た 1」 を一緒に体験しましょう。

講師 :高島 幸代さん 対象 :-1]会

おしらせ版掲載 (4/1)

5月 14日 (■ )′21B(■ )/280(■ )

6月 18曰 (■)/25曰 (■ )

14:00～ 16:00

パソコン講座・ (初)中級 全5回

・1licrosoft omce 乞使つて、私たちのふ
るさとを紹介するクイズ集を作ります。
・正誤判定はエクセルで、『。SUM』 『=IF』

『COUNT』 等の関数を使い作成します。学
習帳はパワーポイントで、写真や図などを取
り入れ、スライドにリンクを挿入し作成しま
す.

講師 :露木 買二さん 対象 |パソコン (初)中級のカ

5月 16日 (月 )/23日 (月 )/30日 (月 )

13:30～ 1600

こぎん刺し入門講座 全3回

津軽地方の伝統工芸である「こぎん刺し」
は刺し子の一種です。市目を数えながら美し
い模様を刺していきます。伝統模様を簡単な
小物から刺します。    _ _

ヽ争 ご́

講師 :佐野 敦子さん   対象 一般

6月 160(水)13:30～ 16:00
6月 200(月 )/290(水 )10:00～ 11:30

オカリナ体験会 全3回

牙万丁デは優しく素朴な音色の楽器で
す。
その音色は間く人の心を癒やします。
「何かはじめてみたいな」「音楽は好き
だけど一人では不安」とお考えのあな
た。この機会にオカリすに触れてみませ
んか。

講師 l大本 みとりさん   文」象 :一般

おしらせ販掲載 (5/1)

7月 150(金)/2獅
:を:鑓)

映画の台。o,か ら学ぶ英語表現
～プラダを着た悪魔～ 全5回

アメリカ映画 i:THE DEVIL W
EARS PRADA』 (プラダを着た
悪魔、2006年)|こ出てくる台詞の中
で、日常英会話などに有用な英語表現を
取り上げて、実際の場面を通してその使
い方を学びます。

講師 :水野 修与さん ',象 :中学生以上

【月別講座〕 【6月】

おしらせ板掲ヨ (5′ 1)

おしらせ版掲載 (4/1)

く語学・自然科学〉
【映画の台詞から学ぶ英。‐表現】

く音楽実技・伝統芸能〉
【オカリサ体験会】
【ジャズアンサンブル入門】

盪 P

5月 14曰 (■)/21曰 /28曰 (■ )

1330～ 15:30

講師 :かたきり ゆきさん 対象 :一般

おしらせ版掲載 (4/1)
参加方法は' 参加者募集案内を、そ

の都度広報かいせい「おしらせ版」に掲
載しますので、詳組を確認して、教育委
員会窓□て直接申し込むか、電話で申し
込んでください。

0465-84-0325

達鶴,

マIド

稔

И月26日 ('15月 10日 (火)/2401,()
6月 14日 (火)/28日 (火)9:45～ 11:15



7月 1日 (金)/80(金 )′ 22曰 (金 )′ 290(金 )

iO:00～ 12:OO

パッチワーク 全4回     |

天汀雨F丁砺扇薪]τボ■7石15(ず

ます。
1町民センターの2階入リロ|こ 見本を置
|きますので、ご覧になつてください。

講。1:室伏 文子さん  ヌI象 :成人女性

【月別講座】 〔6月〕

おしらせ版掲載 (5/4)

7月 2日 (■)13:00～ 15:00

もっと知りたい年金講座 ②
老齢年金の仕組みと手続き

第2回目は老後の生活を支える「者齢
年金の仕組みと手続き」等について説
明します。

講師 i川島 祥匡さん   ,,象 :一般

おしらせ版掲載 (6/4)

7月 280(本 ) 10● 5～ 12:00

本読みママの絵本カフェ①

読み間かせボランティアをしている
「本読みママです」読み間かせに興味
のある方「おはなし」を楽しみたい
方、ご参加をお待ちしています。

講師 :鈴木 奈緒子さん 文」象 :0歳～一般

おしらせ版掲載 (6/1)

7月 28B(本) 13:30～ 15130

囲碁入門

咽 碁は難しそう」 1?い しヽえ、囲碁
の入門方法は日進月歩です。「10分で
,碁が打てます」王銘碗九段)さあ、早
1速□碁を覚えて人生の楽しみを一つ増
|や しましょう 1□碁を覚えたい人も
1又、囲碁を教えたい人も受講していた
|だけたら幸いです。

講師 :府 ,|1 満春さん 対象 :小 学生以上

(月 別講座】 【7月〕

おしらせ版掲載 (7/1)

おしらせ版掲載 (7/1)

①午前の部
②午後の部

１
０
３

月

１
４

８ 3日 (■ )

:00～ 41 :30
:00～ 14:30

新しい電気を体験しよう

ジャガイモ発電時計とマグネシウム燃
料電池LEDを作り、エネルギー|こ つ
いて考えてみよう。
午前の部・午後の部内容は同じです。

おしらせ版掲載 (7/1)

8月 16日 (火 )

10:00～ 11:30

フロマ子Tス手視名ζ号矛
～③

大好きな香り、あなたのいい香りを生
活に使ってみませんかつ

今回は親子でこねこねせっけんづく
り。

講師 :かたきり 0きさん x」象 :親子

8月 20曰 (」1) 13:00～ 15:OO

もつと知りたい年金講座 ③
遺族年金の仕組みと手続き

第3回目は年金受給者や被保険者が死
亡した場合にその人によつて生計を維
持されていた遺族が受けられる「遺族
年金のしくみと手続きについて解説し
ます。

講師 :川島 祥匡さん  対象 :一般

後期工旧企3且と並定講座
(9月 )

【トールペイント&テコパージ]・

ステンシル〕全2回

【親子で楽しむわらべ歌遊び〕②

(10月 )

(身近で見られる野島の話】

【フラワーアレンジメント】

駆 康ヨ一ヽガ教室】全2回

【セラピーミュージック】

【もっと知りたい年金講座】④

(本読みママの絵本カフェ】(2‐

【体の歪みを改善】全2回

(11月 )

【本読みママの絵本カフェ〕0
【楽しく筋トレ38体操〕全6回

〔琴城流 大正琴講座〕全3回

【□暮中級】

(12月 )

(親子で楽しむわらべ歌遊び】0
編 軽にフラワーアレンジメント体験】

【もつと知りたい年金講座】⑤

【アロマテラピー

ハンドクリーム作り)0
【バードヮォッチンク】

(1月 )

〔予防医学カイロプラクティック

自力健康作り】全3回

【アロマテラピー

花粉予防オイル作り】⑤

【□碁上級〕

【バン作り教室】後期開催予定です

7月 30(曰 )/17日 (日 )‐ 3月 2,日 (日 )

9月 250(0)10月 22日 (■)

10.OO～ 12:OO

ジャズアンサンブル入門 全5回

一緒|こ「A列車で行こう」を演羹しま
せんか

'楽
器を持つている方なら誰で

も参加できます。11月 に開催が予定さ
れている「かいせい文化祭芸能発表の
部への出演が目標です。

講師 :本澤 尚之さん ヽ象 :-11・ 楽器お1,ちの方

おしらせ版掲載 (6/1)

アロマテラピー ～香りて遊ばう～ ②
デオドラントスプレー作り

しヽつも使うものに香りのスパィスを添
えて遊んでみませんか。
何にでも使えるデオ ドラントスプレー

をつくります。

講師 :かたぎり もきさん  対象 :一般

おしらせ版掲廟 (6/1)

7月 13日 {水)/20日 (水 )

43:30～ 15:00

あしがら己書 幸座 2回

味のある筆
文字。その基本から実践までを

=コ
マ

で行います。筆ベンで温かみのある文
字を書いていきます。とても楽しく書
けます。

講師 :中野 敏治さん 対象 :子供から大人まで

8月116日 (2К)10:00～ 11130

アロマテラピー ～香りで遊ばう～ ③
親子でこねこね石けん作り

いつも使うもの|こ香りのスパイスを添
えて遊んでみませんか。
親子で石鹸をつくります。

雪瘍| ,
i/
し
/

講師 :かたぎり ゆきさん 対象 i親子

おしらせ版掲載 (7/1)

8月 27日 (主)1月 14日 (■ )

13:00～ 15:00

ライン追尾カーの理解と組立 全2回

ライン追尾の考え方とライン追尾カー

の組立。ハンダ付けの練習後、部品を
ハンダ付けして組み立てます。用紙に
黒マジックで好きなラインを引いて走
らせます。(フすログ回路方式)

講師 :伊勢口 建さん 対象 :小学4生以上

●ヽ●4‐

子ども向けプログラミング講座
「V scutで シューティンググームを●ろう」

ブログラミング言語「Viscult(ビス
ケット)」 を使つてシューティング
ゲームを作ります。できあがつたらお
互いに遊びあつて意見や感想を交換し
ます。

講師 :堀 朋子さん  対象 :小 3～小6

【月別講座】

おしらせ版掲載 (6/4)

おしらせ版掲載 (6ノ 4)

7月 12日 (火)10:00～ 11:30

8月 4日 (木) 10:00～ 11:30

講師 :伊勢田 建さん  x」 象 :小学4生以上



※ 講座は講師等の都合により、期日や時間を変更する場合がありますので

広報かいせしヽ「おしらせ版」でご確認ください。

※ 生涯学習講座は基本的には5人以上の参加により実施しますが、請座によって

異なりますので、詳しくは広報かいせい「おしらせ版」でご確認ください。
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各種講座 。講演会

C)歴史講座

◎ 新春歴史散歩

◎ 教育講演会

C)|ま じめての三歳児講座

開室時間・・・・火～金  10100～ 20:30

体室8

土 。日・ 祝日 10:00～ 17:00

月曜日

メ 図書貸し出し。・ 町民センターに所蔵していない本でも

県内の図書館等から取り寄せて貸し出しできます。

図書返却ポスト・ ′Siら つと 。かいせいに「返却ポスト」を設置しています。

利用時間 平日16: 20i00/上 :雇日9:OOべ′12130

新刊案内・・・・ 毎月発行の広報かいせいをご覧ください。

ヽ
ヽ

町民センター図書室 利用案内

人材バンク募集

現在、「かいせい人材バンク」には、大勢の方が登録され、生涯学習

講座や各種サークル活動で、指導者として活躍されています。今後も、
生涯学習のよリー層の充実を図り、うるおいと生きがいに満ちた街づく
りを推進してい<ために、 いろいろな分野の方を募集しています。
長い間の経験から体得した知識や特技、専門的な技能、技術など素晴

らしい能力を持ち、町民のために奉仕しようとする熱意のある方、ぜひ
ご登録ください。

登録したい方、興味のある方は、教育委員会窓ロヘお越しください。

開成町教育委員会生涯学習課

丁e1 0465-84-0325

fa×  0465-82-9388

お問い合わせ


