
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

８月の休館日：１１日・２１日

※　講座の申込み、その他詳細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。

古くから人々が心のよりどころにし、今も生活に根

差している「論語」。その言葉や教えをわかりやす

く読み解いていきます。

第１回　　９月２９日「仁と礼の教え、学ぶ大切さ」

第２回　１０月２０日「思いやりの心」

第３回　１１月１０日「政治、リーダーのあり方」

第４回　１１月２４日「中庸の徳、志とは」

第５回　１２月　８日「先人の教え」

全５回　木曜日

◆講師＝元高校長　和田　貞夫さん 

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆対象者＝成人

◆定員＝２５名

◆参加費＝無料 

◆申込み＝９月２４日（土）まで

☆上三川歴史クラス

「最新の研究成果からよみがえる原始・古代」

・縄文時代や弥生時代に対するイメージが大きく変わ

る！最新の調査からみえてくる上三川町を学びます。

◆日程＝１０月２６日　１１月９日・１６日（館外研修）

　　　　 全３回　水曜日

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝町生涯学習課　深谷　昇  学芸員

◆定員＝４０名程度

◆参加費＝無料

◆申込み＝１０月１９日（水）まで

☆世界遺産クラス

「知れば楽しい世界遺産～聴く！観る！世界旅行」

世界遺産の目的や仕組み、日本と海外の世界遺産の

魅力をたっぷりの映像で学びます。 

◆日程＝１２月１３日（火）　２２日（木）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝世界遺産アカデミー認定講師

　　　　金子　知英さん

◆定員＝４０名程度

◆参加費＝無料

◆申込み＝１２月６日（火）まで

キッズひろば　磯浜あそび＆漁業体験

友好都市大洗町は、海のある町。広い砂浜で思いっ

きり遊ぼう！漁船に乗って漁に出よう！

◆講師＝大洗町漁業協同組合 

◆日時＝１０月１１日（火）

　　　　 午前８時３０分～午後４時３０分

◆対象者＝小学生とその保護者

◆定員＝３０名

◆参加費＝一家族５０円

　　　　  （但し、天候により磯浜遊びを大洗

　　　　　 子ども科学館に変更。入館料は２００円） 

◆申込み＝９月３０日（金）まで 

※天候により予定を変更することがあります。

みんなの「おりがみ広場」

折り紙を楽しみましょう。 

テーマ「お月見の壁かざり」

◆日時＝９月１２日（月）

　　　　午前９時３０分～１１時３０分

◆講師＝ORIGAMI普及指導員の会の皆さん

◆定員＝成人２０名 

◆材料代＝１００円

◆申込み＝８月３１日（水）まで

うたごえサロン秋・冬のコース

唱歌や懐かしのメロディーをご一緒に♪

◆日程＝１０月１２日

　　　　１１月３０日　

　　　　１２月１４日

　　　　　１月１１日

　　　　　２月２２日

　　　　　３月　１日（全６回　水曜日）

◆時間＝午後１時３０分～２時３０分

◆対象者＝成人

◆定員＝４０名程度

◆参加費＝ファイル代金２００円（初回集金）

　　　　（春・夏のコースを受けられていた方は、無料）

◆申込み＝１０月５日（水）まで

女声ヴォーカルアンサンブル

J-POPを中心とした女声ヴォーカルアンサンブル

です。楽譜が読めなくても大丈夫！ 

◆日程＝１０月１日・２２日　１１月５日・１９日　

１２月３日・１７日　１月２１日　２月４日・２５日

（全９回　土曜日）

◆時間＝午後７時３０分～８時５０分

◆対象者＝一般女性

◆定員＝２０名程度

◆参加費＝２００円（初回集金）

◆申込み＝９月２４日（土）まで

はっぴぃＭａＭａ講座

子育てを楽しもう！子育てのヒントや子どもとのふ

れあいなど盛りだくさんです。

第１回　　９月　２日（金）

「ココロ貯金～ことばの魔法～と座談会」

◆講師＝子育て心理学上級インストラクター　　　

　　　　佐藤　陽子さん

第２回　　９月２７日（火）

「子どもとふれあうベビーマッサージ」

◆講師＝ベビーマッサージインストラクター

　　　　岩本　恵利さん

第３回　１０月２７日（木）

「楽しいおうち時間の過ごし方①」

◆講師＝家庭教育オピニオンリーダーはーとグリーン 

第４回　１１月１７日（木）

「楽しいおうち時間の過ごし方②」と「子ども

のおやつ」～糖分とそしゃくについて

◆講師＝家庭教育オピニオンリーダーはーとグリーン・

　　　　食生活改善推進委員会　鈴木　美恵子さん 

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆対象者＝就学前の親子 

◆定員＝１０組

◆参加費＝無料 

◆申込み＝８月１９日（金）まで

公民館カレッジ

のし袋、芳名帳・・・筆ペンで名前を上手に！

筆ペンで描く、味のある年賀状もつくります。

◆日程＝１０月２７日　１１月１０日・２４日

　　　　１２月８日・１５日　全５回　木曜日

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆講師＝長　美智子さん

◆対象者＝成人

◆定員＝２０名程度

◆参加費＝５００円程度

　　　　　（練習用便箋、はがきなど）初回集金  

◆申込み＝１０月１３日（木）まで 

筆ペン講座

今に生きる論語教室

消しゴムはんこで、年賀状にワンプラス！ 

◆日程＝１０月１１日・１８日・２５日

　　　　１１月１日・８日　全５回　火曜日

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝はんけしくんインストラクター・

　　　　ＪＥＳＣＡ認定クリエイター

　　　　Sakurako　さん

◆対象者＝成人

◆定員＝１５名

◆参加費＝１０００円（初回集金・全回分） 

◆申込み＝９月３０日（金）まで 

手工芸教室「消しゴムはんこ」

受講生募集

受 講 生 募 集

ちょう            みちこ

わだ             さだお

さとう           ようこ

いわもと             えり

すずき                 みえこ

かねこ          ともひで

ふかや        のぼる
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。


