
中央公民館中央公民館
☎ 56 3510

FAX 56 7930

〒329‐0611

上三川町大字上三川3970

※原則として、町民を対象とした講座になります。※講座の申込みは、公民館へ
お問い合わせください。※日時、内容については、変更になる場合があります。
※講座の受付は先着順になります。

１１月の休館日：2日・3日・9日・15日・16日・23日・24日・30日

☆ハワイ生まれの可愛い楽器「ウク

レレ」おうち時間に癒しの音色を

奏でてみませんか。

大好評の初心者対象の講座です。

◆日程＝１２月４日・１８日

　　　　(全２回　金曜日)

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝ウクレレスタジオＭＡＨＡＮＡ

　　　　校長　谷中　敦さん

◆参加費＝無料

（ウクレレをお持ちでない方は、お

申し込み時にご相談ください。）

◆定員＝１５名程度

◆申込み＝１１月２７日(金)まで

はじめてのウクレレ教室

☆町の史跡や文化財について深

く探求している上三川町文化財

研究会の皆さんに学びましょう。

「近現代の庶民の暮らし」

第１回　１１月２６日（木）

（公民館カレッジと合同）

現地で学ぼう

「新発見！街歩き

　　　　　明治・大正の上三川」

◆講師＝生涯学習課

　　　　深谷　昇さん　

第２回　１２月３日（木）

知られざる上三川(１)

「町の水車」

◆講師＝野澤　充さん

「上三川の古木」

◆講師＝古谷　守さん

第３回　１月１４日（木）

知られざる上三川(２)

「戊辰の役と満福寺」

◆講師＝日向野　昇さん

「上三川城」

◆講師＝鈴木　蔀さん

「上三川町の方言」

◆講師＝菊地　守人さん

第４回　２月２５日（木）

館外研修

「近現代の文化遺産を巡る」

◆講師＝生涯学習課

　　　　大島　孝博さん　

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

（第４回は午前９時～午後４時）

◆定員＝３０名

◆申込み＝１１月２０日（金）まで

歴史講座

☆体のコリをほぐし、代謝をＵＰ！

しなやかな身体と美しい姿勢を

つくりましょう。

「ヨガ＆ストレッチ」コース

◆日程＝１月１３・２０・２７日

　　　　２月１０・１７日

　　　　（全５回　水曜日）

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆講師＝ヨガインストラクター

　　　　馬場　純子さん

◆定員＝２０名（成人女性）

◆参加費＝無料

＊ヨガマット、またはそれに代わ

るものが必要です。

◆申込み＝１２月２５日（金）まで

女性のためのスタイルアップ講座

☆これからますます輝きたい方

におすすめのココロとカラダの

健康講座です。

第１回　１月２４日（日）

午後１時３０分～３時

「知れば楽しい世界遺産～聴く！観

る！世界旅行世界遺産検定とは～」

◆講師＝世界遺産アカデミー認定講師

　　　　金子　智英さん

第２回　２月１９日（金）

午前１０時～１１時３０分

「自分でできる足裏＆ハンド・

ヘッドマッサージ」

◆講師＝メディカル療法学院講師

　　　　安東　久美さん

◆参加費＝無料

◆定員＝４０名程度（新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防対策

のため、託児はありません。）

◆申込み＝１月１６日（土）まで

元気学講座

☆春に向けてからだ活き活き、

ゆっくりほぐしていきましょう！

第１回　１月２２日（金）

第２回　２月５日（金）

第３回　２月１９日（金）

「呼吸を巡らせて、柔軟な体づくり」

◆講師＝ヨガインストラクター　

　　　　馬場　純子さん

第４回　２月２６日（金）

第５回　３月５日（金）

第６回　３月１２日（金）

「ストレッチ・筋力維持体操」

◆講師＝フィットネスインストラクター

　　　　中村　泰子さん

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆対象＝成人男性

◆参加費＝無料

◆定員＝２０名

◆申込み＝１月１０日（日）まで

　９月２６日と１０月４日、中央公民館において子どもたちを対象とし

たイラスト・マンガ講座を開催しました。

　文星芸術大学マンガ専攻非常勤講師のイラストレーターｄａｍａｃｏ

さんを講師に迎え、イラス

トの描き方を学びました。

　参加された皆さんは、と

ても真剣にマンガのキャ

ラクターの創り方を学ん

でいました。

男性のための健康教室

「初めての七宝焼コース」

☆私だけの素敵なアクセサリー

をつくりましょう。初歩から学び

ます。

◆日程＝

１月１５・２２・２９日　２月５・

１２・１９日（全６回　金曜日）

◆時間＝午後１時３０分～４時

◆講師＝七宝焼き作家

　　　　猪瀬　幸子さん

◆定員＝８名

◆材料代＝４，０００円

◆申込み＝１２月２５日（金）まで

手芸教室

こんな講座を開催しました。

イラスト・マンガ教室

創作折り紙

吉澤章展

☆お子さんと一緒に楽しくおやつ

づくりをしましょう。

袋でつくるから汚さず片付けもらく

らく!!

「親子でお菓子つくり」

ふくろｄｅクッキー＆みかんゼリー

◆日程＝１１月２８日（土）

◆時間＝午前９時３０分～

　　　　　　　　１１時３０分

◆講師＝中央公民館職員

◆材料代＝１組　７００円

◆募集定員＝年中さんから小学生と

　　　　　　その保護者　６組

＊調理台１つに１組の親子です。

◆申込み＝１１月１８日（水）まで

キッズひろば

☆頑張りたい・・・勇気を出した

い・・・泣きたい・・・癒された

い・・・いろいろな気持ちに弦楽器

の音色が、寄り添ってくれるかもし

れません。昨年、大好評だった新進

気鋭のカルテットの生演奏です。

◆日程＝１２月１０日（木）

◆時間＝午前１０時３０分～

　　　　　　　　　１１時３０分

◆講師＝ヴァイオリン

　　　　渡邊　弘子さん

　　　　中村　響子さん

　　　　ヴィオラ

　　　　小倉　勇樹さん

　　　　チェロ

　　　　横溝　宏幸さん

◆参加費＝無料

◆定員＝８０名程度

（新型コロナウイルス感染症の感染予

防対策のため、託児はありません。）

◆申込み＝１２月３日（木）まで

１２月２７日（日）まで開催し
ています。
この機会にぜひ、作品をご覧く
ださい。

「音楽で力を
　　～弦楽四重奏コンサート」

受 講 生 募 集

わたなべ　　　ひろこ

やなか　　あつし

ふかや　　のぼる

のざわ　　みつる

ふるや　　まもる

ひがの　　　のぼる

すずき　　ひとみ

きくち　　　もりと

ばば　　　じゅんこ

かねこ　　 ともひで

ばば　　　じゅんこ

あんどう　　　くみ

なかむら　　 やすこ

いのせ　　　ゆきこ

おおしま　　たかひろ

なかむら　　きょうこ

おぐら　　　ゆうき

よこみぞ　　　ひろゆき
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。
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※原則として、町民を対象とした講座になります。※講座の申込みは、公民館へ
お問い合わせください。※日時、内容については、変更になる場合があります。
※講座の受付は先着順になります。

１１月の休館日：2日・3日・9日・15日・16日・23日・24日・30日

☆ハワイ生まれの可愛い楽器「ウク

レレ」おうち時間に癒しの音色を

奏でてみませんか。

大好評の初心者対象の講座です。

◆日程＝１２月４日・１８日

　　　　(全２回　金曜日)

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝ウクレレスタジオＭＡＨＡＮＡ

　　　　校長　谷中　敦さん

◆参加費＝無料

（ウクレレをお持ちでない方は、お

申し込み時にご相談ください。）

◆定員＝１５名程度

◆申込み＝１１月２７日(金)まで

はじめてのウクレレ教室

☆町の史跡や文化財について深

く探求している上三川町文化財

研究会の皆さんに学びましょう。

「近現代の庶民の暮らし」

第１回　１１月２６日（木）

（公民館カレッジと合同）

現地で学ぼう

「新発見！街歩き

　　　　　明治・大正の上三川」

◆講師＝生涯学習課

　　　　深谷　昇さん　

第２回　１２月３日（木）

知られざる上三川(１)

「町の水車」

◆講師＝野澤　充さん

「上三川の古木」

◆講師＝古谷　守さん

第３回　１月１４日（木）

知られざる上三川(２)

「戊辰の役と満福寺」

◆講師＝日向野　昇さん

「上三川城」

◆講師＝鈴木　蔀さん

「上三川町の方言」

◆講師＝菊地　守人さん

第４回　２月２５日（木）

館外研修

「近現代の文化遺産を巡る」

◆講師＝生涯学習課

　　　　大島　孝博さん　

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

（第４回は午前９時～午後４時）

◆定員＝３０名

◆申込み＝１１月２０日（金）まで

歴史講座

☆体のコリをほぐし、代謝をＵＰ！

しなやかな身体と美しい姿勢を

つくりましょう。

「ヨガ＆ストレッチ」コース

◆日程＝１月１３・２０・２７日

　　　　２月１０・１７日

　　　　（全５回　水曜日）

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆講師＝ヨガインストラクター

　　　　馬場　純子さん

◆定員＝２０名（成人女性）

◆参加費＝無料

＊ヨガマット、またはそれに代わ

るものが必要です。

◆申込み＝１２月２５日（金）まで

女性のためのスタイルアップ講座

☆これからますます輝きたい方

におすすめのココロとカラダの

健康講座です。

第１回　１月２４日（日）

午後１時３０分～３時

「知れば楽しい世界遺産～聴く！観

る！世界旅行世界遺産検定とは～」

◆講師＝世界遺産アカデミー認定講師

　　　　金子　智英さん

第２回　２月１９日（金）

午前１０時～１１時３０分

「自分でできる足裏＆ハンド・

ヘッドマッサージ」

◆講師＝メディカル療法学院講師

　　　　安東　久美さん

◆参加費＝無料

◆定員＝４０名程度（新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防対策

のため、託児はありません。）

◆申込み＝１月１６日（土）まで

元気学講座

☆春に向けてからだ活き活き、

ゆっくりほぐしていきましょう！

第１回　１月２２日（金）

第２回　２月５日（金）

第３回　２月１９日（金）

「呼吸を巡らせて、柔軟な体づくり」

◆講師＝ヨガインストラクター　

　　　　馬場　純子さん

第４回　２月２６日（金）

第５回　３月５日（金）

第６回　３月１２日（金）

「ストレッチ・筋力維持体操」

◆講師＝フィットネスインストラクター

　　　　中村　泰子さん

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆対象＝成人男性

◆参加費＝無料

◆定員＝２０名

◆申込み＝１月１０日（日）まで

　９月２６日と１０月４日、中央公民館において子どもたちを対象とし

たイラスト・マンガ講座を開催しました。

　文星芸術大学マンガ専攻非常勤講師のイラストレーターｄａｍａｃｏ

さんを講師に迎え、イラス

トの描き方を学びました。

　参加された皆さんは、と

ても真剣にマンガのキャ

ラクターの創り方を学ん

でいました。

男性のための健康教室

「初めての七宝焼コース」

☆私だけの素敵なアクセサリー

をつくりましょう。初歩から学び

ます。

◆日程＝

１月１５・２２・２９日　２月５・

１２・１９日（全６回　金曜日）

◆時間＝午後１時３０分～４時

◆講師＝七宝焼き作家

　　　　猪瀬　幸子さん

◆定員＝８名

◆材料代＝４，０００円

◆申込み＝１２月２５日（金）まで

手芸教室

こんな講座を開催しました。

イラスト・マンガ教室

創作折り紙

吉澤章展

☆お子さんと一緒に楽しくおやつ

づくりをしましょう。

袋でつくるから汚さず片付けもらく

らく!!

「親子でお菓子つくり」

ふくろｄｅクッキー＆みかんゼリー

◆日程＝１１月２８日（土）

◆時間＝午前９時３０分～

　　　　　　　　１１時３０分

◆講師＝中央公民館職員

◆材料代＝１組　７００円

◆募集定員＝年中さんから小学生と

　　　　　　その保護者　６組

＊調理台１つに１組の親子です。

◆申込み＝１１月１８日（水）まで

キッズひろば

☆頑張りたい・・・勇気を出した

い・・・泣きたい・・・癒された

い・・・いろいろな気持ちに弦楽器

の音色が、寄り添ってくれるかもし

れません。昨年、大好評だった新進

気鋭のカルテットの生演奏です。

◆日程＝１２月１０日（木）

◆時間＝午前１０時３０分～

　　　　　　　　　１１時３０分

◆講師＝ヴァイオリン

　　　　渡邊　弘子さん

　　　　中村　響子さん

　　　　ヴィオラ

　　　　小倉　勇樹さん

　　　　チェロ

　　　　横溝　宏幸さん

◆参加費＝無料

◆定員＝８０名程度

（新型コロナウイルス感染症の感染予

防対策のため、託児はありません。）

◆申込み＝１２月３日（木）まで

１２月２７日（日）まで開催し
ています。
この機会にぜひ、作品をご覧く
ださい。

「音楽で力を
　　～弦楽四重奏コンサート」

受 講 生 募 集

わたなべ　　　ひろこ

やなか　　あつし

ふかや　　のぼる

のざわ　　みつる

ふるや　　まもる

ひがの　　　のぼる

すずき　　ひとみ

きくち　　　もりと

ばば　　　じゅんこ

かねこ　　 ともひで

ばば　　　じゅんこ

あんどう　　　くみ

なかむら　　 やすこ

いのせ　　　ゆきこ

おおしま　　たかひろ

なかむら　　きょうこ

おぐら　　　ゆうき

よこみぞ　　　ひろゆき

広報かみのかわ　2020.11.119

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


