取組事例
１ 市町村の事例（ちらし）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････

（６）その他の特色ある活動

“ 人権は全ての人が生まれながらにして持ち、時代を越えて尊重されるべき権利です ”

第１回
・演 題

１０月１７日（土） 13:00～15:00
国連「子どもの権利条約」と子どもの人権
やまもと

かおる

・講 師

山本

・会 場

堀之内公民館

第２回
・演 題

馨

さん

NPO 法人子どものオンブズにいがた代表

大ホール

１０月３０日（金） 19:00～21:00
いじめ問題にどう向き合うかーいじめは命を奪う差別
やまもと

かおる

・講 師

山本

・会 場

広神コミュニティーセンター

第３回
・演 題
・講 師

馨

さん

NPO 法人子どものオンブズにいがた代表

３階講堂

１１月２３日（月祝） 13:30～15:30
子どもの貧困と人権
やまの

りょういち

山野

良 一 さん

千葉明徳短期大学教授

『子どもに貧困を押し付ける国・日本』著者
・会 場

小出郷文化会館
※

参 加 費
申 込 み

無

小ホール

第 3 回は市民課主催の人権講演会との連携講座となります。

料（どなたでも参加できます）

開催日の前日までに、生涯学習課へお申込みください。

■主
催
魚沼市教育委員会 魚沼市(市民課) ■共
催
魚沼市中央公民館
■申込み・問合せ先
魚沼市教育委員会 生涯学習課

０２５－７９４－６０７３
Fax ０２５－７９４－２３５３
Email syogaigakusyu@city.uonuma.niigata.jp
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講師：小日向松子

講師：

名

ガナ

フリ

氏

所

住

講師：田島孝子

スポーツチャンバラ協会

№

〒

★

№

リ

ト

リ

講座名

講座名

講座名

男・女（

歳）

電話番号

平成27年度 きなせや楽習大学講座

キ

申込書

★

♦日程：６/７・１４・２１・２８・７/５(日) ♦定員：２０名
♦時間：１９：３０〜２０：３０ ♦会場：総合会館 大ホール ♦受講費等：２，０００円

※ FAX・Eメールで申し込まれる方は、上記項目を全てご記入ください（フォーマットは自由です）。

（記入欄が足りない場合は
余白にご記入ください。）

♦時間：１９：３０〜２０：３０

＜子どもの頃のチャンバラを楽しみましょう。お孫さんもご一緒にどうぞ＞

♦日程：６/１０・７/１・２２・８/５・２６(水) ♦定員：２０名
♦会場：村松体育館 多目的ケアルーム ♦受講費等：３，５００円

熟年者向スポーツチャンバラ

講師：和泉澤暁子

＜フラダンスで心も身体もリフレッシュ＞

♦日程：６/６・１３・２０・２７・７/４(土) ♦定員：２０名
♦時間：１０：００〜１１：３０ ♦会場：勤労青少年ホーム 体育館 ♦受講費等：３，０００円

楽しく踊ろうフラダンス

マルー ･リベラ＆吉田充夫

＜本場アルゼンチンのゆったりで優雅なタンゴを経験しませんか＞

♦日程：６/２・９・１６・２３・３０・７/７(火) ♦定員：１０名
♦時間：１９：３０〜２１：３０ ♦会場：さくらんど会館 多目的ホール他 ♦受講費等：３，０００円

はじめてのアルゼンチン・タンゴ

講師：斎藤和良

＜楽しく踊って健康増進＞

♦日程：７/１４・２１・２８・８/４・１１(火) ♦定員：１０名
♦時間：１９：３０〜２１：３０ ♦会場：さくらんど会館 イベントホール ♦受講費等：２，０００円

社交ダンス（初級）

講師：広瀬彰男

＜室内ゴルフで運動不足の解消を！！＞

♦時間：１９：３０〜２０：４５

＜ジャズダンスの基礎を体験してみませんか？初心者の方大歓迎！！＞

♦日程：６/１・１５・２９・７/１３・２７(月) ♦定員：１０名
♦会場：総合会館 小ホール ♦受講費等：２，３００円

ターゲットバードゴルフ

講師：金子美樹子

＜骨盤からゆがみを整える＞

♦日程：６/９・２３・７/７(火) ♦定員：6名
♦時間：１３：３０〜１５：３０ ♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：１，８００円

初めてのジャズダンス

講師：坂上和也

＜深い呼吸とゆったりしたエクササイズで心も身体もリフレッシュしませんか？＞

♦日程：６/１２・１９・２６・７/３・９/４・１１・１８・２５(金) ♦定員：１０名
♦時間：１９：００〜２０：００ ♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：３，０００円

ゆがみスッキリ体操教室

講師：神田智子

スッキリ！リフレッシュピラティス

講師：岩村増美

♦日程：６/１０・２４・７/８・２２・２９・８/１２・９/２(水)
♦定員：２０名 ♦時間：１３：３０〜１５：００ ♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：３，０００円

＜骨盤を調整しながら腰痛や肩こりも改善して、若返りエクササイズ！＞

♦日程：６/１・１５・２９・７/２７・８/１０・２４・９/７・２８・１０/５・１０/１９(月)
♦定員：２５名 ♦時間：１９：００〜２０：３０ ♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：３，０００円

骨盤底筋力 UP ↑ピラティス

講師：長谷川弘子

やさしいヨーガ

♦日程：６/１２・７/１０・１７・２４・３１・８/２１・２８・９/１１(金) ♦定員：１０名
♦時間：１３：３０〜１５：００ ♦会場：総合会館 小ホール ♦受講費等：３，０００円

＜身体の声を聴き、軽い負荷をかけ筋力もアップ。体の硬い方に向いてます＞

＜体のバランスを意識し、ゆっくり動き足腰を鍛えます＞

♦日程：６/７・１４・２１・２８・７/５・９/６・１３・２０・２７・１０/４(日) ♦定員：１０名
♦時間：１０：００〜１１：３０ ♦会場：村松武道館 剣道場 ♦受講費等：３，０００円

24 式太極拳

講師：塚野豊作

＜血流が良くなり、身体能力を高め、病気知らず医者いらず＞

♦日程：６/１１・１８・２５・７/２・９・１６・２３・３０(木) ♦定員：２０名
♦時間：１３：３０〜１５：００ ♦会場：総合会館 各技場 ♦受講費等：３，０００円

＜太極拳を身につけたいと思っている方、この機会にぜひ＞

簡化太極拳 八段錦（ばどぁんじん）

講師：鎌田高一郎

初級太極拳

希望する講座名を
ご記入ください。 №

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

講師：荒木伊佐雄

そろばん楽習

講師：岩渕友子

たのしい手話
五泉手話サークルいずみ

＜中国文化の勉強もしましょう。初心者大歓迎！＞

6

5

＜手でお話ししてみませんか？＞

♦日程：６/６・２７・７/１１・２５・９/５・１２・１０/１７・２４(土) ♦定員：１０名
♦時間：９：３０〜１１：３０
♦会場：総合会館 第２会議室 ♦受講費等：４，５００円

＜そろばんで脳を復活させましょう＞

♦日程：６/２・９・１６・２３・３０ (火) ♦定員：10名
♦時間：１０：００〜１１：３０ ♦会場：福祉会館 ボランティア室 ♦受講費等：１，０００円

講師：西村日出昭

＜オリジナル作品で生活に潤いを！！＞

♦日程：６/７・２１・７/５・１９・８/２・３０・９/１３・２７(日) ♦定員：５名
♦時間：９：３０〜１１：３０ ♦会場：森林公園 陶芸工房
♦受講費等：６，０００円

楽しく陶芸を！！
楽窯塾

＜土と遊び、土を愛する＞

♦日程：６/４・１１・１８・７/２・９・１６・２３・３０・９/３・１０(木) ♦定員：１０名
♦時間：９：３０〜１１：３０ ♦会場：森林公園 陶芸工房 ♦受講費等 ：６，０００円

やさしい陶芸（私が作る日用品）
講師：二瓶光雄

♦受講費等：８００円

♦日程：７/９・１６・２３・３０・８/６・２０・２７・９/３(木) ♦定員：１０名
♦時間：１９：３０〜２１：００ ♦会場：五泉市立図書館 第２会議室
♦受講費等：２，５００円

楽しく話せる中国語（初心者向け）
講師：須貝美慧

＜川内谷の石仏・石塔を巡る＞

♦日程：７/３・１０・１７(金) ♦定員：２０名
♦時間：９：３０〜１１：３０ ♦会場：村松体育館 ミーティングルーム

民俗学入門 ごせん「野の仏」を語る
講師：駒形

★芸術を学びたいあなたに★

4

3

2

1

★教養を深めたいあなたに★

五泉市の「生涯学習指導者」に登録している方が講師となって、
市民の皆様にさまざまな種類の学習機会の場を提供するものです

きなせや楽習大学って何？

★対象者：新潟県内どなたでも受講できます。※全講座県民カレッジ登録講座です。
★申込期間：４月２４日（金）〜５月１８日（月）
★申込方法：①申込書 ②電話 ③FAX ④Eメール
※④は件名に『きなせや楽習大学受講申込』と記入し、必要事項をご記入ください。
★注 意 点 ・締め切り日に申込者が３名に満たない場合は開講いたしません。
・受講決定のお知らせは５月末頃にハガキで通知します。
・定員を超えた講座は、受付期間中でも受付を終了する場合があります。
★受付・問い合わせ先
◆総合会館 生涯学習課 生涯学習推進係
〒959‑1862 五泉市旭町7‑11 TEL：42‑5195 FAX：43‑4190
◆さくらんど会館内 村松事務所 生涯学習係
〒959‑1705 五泉市村松乙118‑2 TEL：58‑1133
◆Ｅメールアドレス：s‑gakusyuu@city.gosen.lg.jp

平成27年度 五泉市「きなせや楽習大学」募集要項

─ 110 ─

講師：若月美蘭

正

講師：羽田

豊

＜歌って唄って健康・親睦づくり＞

♦日程：６/５・１２・１９・２６・７/３・１０・１７・２４・３１(金)・８/１(土) ♦定員：２０名
♦時間：１３：００〜１８：００ ♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：３，０００円 ※最終日のみ(土)

楽しく歌うカラオケ大学

講師：渡部公一

＜歌には明日がある、夢がある、歌って楽しい人生に＞

♦日程：６/１・１５・２９・７/６・２０・８/３・１７・３１・９/７・２１(月)♦定員：１０名
♦時間：１３：００〜１６：００ ♦会場：総合会館 研修室 ♦受講費等：２，５００円

カラオケ講座（演歌女性向）

講師：関谷裕子

♦日程：７/２２・８/５・１２・２６・９/２(水)
♦定員：１０名
♦時間：１７：００〜１８：００ ♦会場：五泉市立図書館 ホール ♦受講費等：３，５００円

＜らくちん英語で話そう！目指せ五泉 AKB！※対象は小学校１年生からです＞

♦日程：６/２６・７/１０・２４・８/１４・９/４・１８(金) ♦定員：１０名
♦時間：１８：３０〜１９：３０ ♦会場：五泉市立図書館 ホール ♦受講費等：３，６００円

かんたん・らくちんキッズヴォーカル

講師：関谷裕子

21

20

19

18

伝統芸能

講師：五十嵐欣司

剣豪会五泉道場

＜五泉の歴史を後世に伝えよう。４０歳〜６０歳の男性お待ちしています＞

♦日程：６/３・１０・１７・２４・７/１・８・１５・２２・２９・８/５(水) ♦定員：５名
♦時間：１８：３０〜２１：３０ ♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：１，５００円

＜日本古来の詩吟にあわせ、剣・詩舞を格調高く舞います＞

♦日程：６/１２・２６・７/１０・２４・８/７・２１・９/１１・１０/９・１１/１３・１２/１１(金)
♦定員：１０名 ♦時間：１９：３０〜２１：００ ♦会場：総合会館 和室・中ホール ♦受講費等：２，０００円

帛の帯

剣舞及び詩舞

講師：落合清也

五泉帛の帯保存会

＜講座終了後、一緒にマジックボランティアをやりましょう＞

♦日程：６/１０・２４・７/８・２２・８/５・２６・９/２・１６・１０/１４・２８(水) ♦定員：１０名
♦時間：１０：００〜１２：００ ♦会場：村松体育館 ミーティングルーム ♦受講費等：８，０００円

あなたも出来る簡単マジック（村松）

講師：伊藤利郎

＜講座終了後、一緒にマジックボランティアをやりましょう＞

♦日程：６/４・２５・７/９・２３・８/６・２０・９/１０・２４・１０/８・１５(木) ♦定員：１０名
♦時間：１０：００〜１２：００
♦会場：総合会館 第２会議室 ♦受講費等：８，０００円

あなたも出来る簡単マジック（五泉）

講師：伊藤利郎

♦定員：１０名
小会議室 ♦受講費等：３，５００円

お琴はお貸しできます＞

＜ピアノ伴奏で気分よくなりきりませんか＞

♦日程：６/６・２０・７/１１・２５・８/１・２２(土)
♦時間：１３：３０〜１５：３０ ♦会場：さくらんど会館

かんたんから始めるポップス

講師：西脇ミネ

大正琴愛好会

＜お孫さんと一緒にお琴を楽しんでみませんか？

♦日程：６/１４・２１・２８・７/５・１２(日) ♦定員：１０名 ♦時間：１３：３０〜１５：００
♦会場：五泉市立図書館 工作作業室
♦受講費等：８，０００円※ウクレレ代含む

＜ウクレレを持ってからすぐ弾けるようになります！＞

楽しく学びやすい大正琴

講師：梶野

＜子どもから大人まで楽しめます！オカリナをお持ちでない方はお貸しできます＞

♦日程：６/２０・７/４・１８・８/８・２９・９/５(土)
♦定員：１０名
♦時間：１０：００〜１２：００ ♦会場：さくらんど会館 小会議室 ♦受講費等：３，５００円

たのしいウクレレ

講師：斉藤友美子

＜楽譜が読めなくても大丈夫 !! オカリナをお持ちでない方にはお貸しできます。＞

♦日程：６/９・３０・７/１４・２８・８/１１・２５・９/８・２９・１０/６・２０(火) ♦定員：１０名
♦時間：１０：００〜１２：００ ♦会場：勤労青少年ホーム 集会室 ♦受講費等：３，５００円

エンジョイオカリナ

講師：渡辺陽子

たのしいオカリナ

講師：塚野昌子

＜初心者限定。楽譜が読めない方、大歓迎です！＞

♦日程：６/２３・３０・７/７・２１・９/１(火)・６(日) ♦定員：５名 ♦時間：９：３０〜１２：００
♦会場：五泉市立図書館 ホール ♦受講費等：３，５００円 ※最終日のみ日曜日９：３０〜

もしもピアノが弾けたなら

★芸能を学びたいあなたに★
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16

15

14

13

12

11

10

9

＜パステルで手作り絵本を創りましょう！＞

♦日程：６/１１・２５・７/９・２３・８/６・２７(木) ♦定員：８名
♦時間：１９：３０〜２１：００ ♦会場：福祉会館 会議室 ♦受講費等：５，５００円

ふんわり優しい絵が描ける 学びのパステルアート

講師：小林登喜子

＜今流行りのマトリョーシカやお皿など実用品に描いていきます＞

♦日程：６/９・２３・７/１４・２８・８/１１・２５・９/８(火)
♦定員：６名
♦時間：１０：００〜１２：００ ♦会場：総合会館 研修室
♦受講費等：１１，０００円

トール and ポタリーペイント

★音楽を奏でたいあなたに★

8

7

徳栄

＜腹から声を出して健康になりましょう！＞

講師：松尾幸一

♦日程：６/３・２４・７/１・２９・８/５・２６・９/２・１６・１０/７・１４（水) ♦定員：１０名
♦時間：１３：３０〜１５：３０ ♦会場：さくらんど会館 談話室 ♦受講費等：８，０００円※扇,足袋代含む

＜踊れる自分を再発見。初心者・男性大歓迎。人生が変わります＞

♦日程：６/１・９・１５・７/１７・８/６(月・火・木・金) ♦定員：６名
♦時間：９：３０〜１１：３０ ♦会場：五泉市立図書館 会議室 ♦受講費等：２，１００円

民謡（お祝い踊り・黒田節）を踊る

講師：捧

詩吟でお祝いを！

講師：須藤留夫

＜初心者の吟詠教室＞

♦日程：６/５(金)・１０・１７・２４(水) ♦定員：５名 ♦時間：１３：３０〜１５：３０
♦会場：村松体育館 ミーティングルーム ♦受講費等：２，４００円※初回のみ(金)

古今の名詩をうたおう
龍吟会さくらんど支部

均

講師：斎藤和良

＜ママもパパもこれからママになる方も、ベビーマッサージで赤ちゃんと絆を深めましょう＞

＜おいしい玉露を楽しみます＞

講師：宇田滋子

初歩の着付け

講師：樋浦三男

♦日程：７/３・１０・１７・１０/２・９・１６(金) ♦定員：５名
♦時間：１９：００〜２０：３０ ♦会場：勤労青少年ホーム 和室 ♦受講費等：２，５００円

＜簡単にできる前結び＞

♦日程：６/１１・１８・２５・７/２・９・１０/８・１５・２２・１１/５・１２（木) ♦定員：１０名
♦時間：１８：３０〜２０：３０ ♦会場：勤労青少年ホーム 料理室 ♦受講費等：７，０００円

＜うまいそば 作って食べてみませんか＞

♦日程：６/１８・２５・７/２・１６・２3(木)♦定員：１０名
♦時間：１３：３０〜１５：３０ ♦会場：五泉市立図書館 和室 ♦受講費等：３，０００円

だれでも打てる お茶の間そば打ち

講師：渡邉みや子

＜色々学べて楽しい講座＞

♦日程：８/８・２９・９/１２・２６・１２/２６(土) ♦定員：２０名
♦時間：１９：００〜２０：００ ♦会場：さくらんど会館 小会議室 ♦受講費等：７，５００円

煎茶道東阿部流講座

講師：鈴木真紀子

雪椿

＜花に癒され、一緒に楽しみましょう＞

♦日程：６/３・７/１・８/５・９/２・１０/７・１１/１１・１２/２(水) ♦定員：１５名
♦時間：１０：００〜１２：００ ♦会場：勤労青少年ホーム 集会室 ♦受講費等：１３，０００円

ペン字・のし書き・フラワーアレンジ

講師：松澤清美

花あそびの会

始めてみませんか！ 花のあるくらし

♦日程：６/３・７/１・１５(水) ♦定員：８組 ♦時間：１０：３０〜１１：３０
♦会場：勤労青少年ホーム 和室 ♦受講費等：３，０００円※赤ちゃん用オイル代含む

ほっとリラックスタイム
講師：佐藤陽子

＜赤ちゃんもママも笑顔がいっぱい！親子の絆を育む＞

♦日程：６/１３・２０・２７・７/４(土) ♦定員：８組 ♦時間：１０：３０〜１２：００
♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：３，７００円※2ヶ月〜1才くらいまでの赤ちゃんとママ対象

わらべうたベビーマッサージ 〜プティマ〜
講師：佐藤早苗

36

35

講師：松田美津江

＜らくらく３B 体操で自立した生活を送るために＞

♦日程：６/４・１１・２５・７/２・９（木) ♦定員：２０名
♦時間：１３：３０〜１５：００ ♦会場：福祉会館 研修室 ♦受講費等：１，５００円

70 才からの３B 体操

♦日程：６/８・１５・７/６・１３・８/３(月) ♦定員：１５名
♦時間：１９：３０〜２１：００ ♦会場：さくらんど会館 多目的ホール ♦受講費等：１，５００円

＜手具を使って身体機能を高めませんか＞

講師：小樋山ヒサエ

３Ｂ体操

★健康を学びたいあなたに★

34

33

32

31

30

29

28

＜これでバッチリ光回線 100％利用＞

♦日程：８/３１・９/７・１４・２８・１０/５(月) ♦定員：１０名 ♦時間：９：３０〜１１：３０
♦会場：総合会館 第２会議室 ♦受講費等：３，０００円

パソコン入門・インターネット・メール・YouTube

講師：加藤

♦日程：６/１６・１７・１８・１９（火〜金）
・２２(月) ♦定員：１０名 ♦時間：９：３０〜１１：３０
♦会場：総合会館 第２会議室 ♦受講費等：３，５００円※17日のみ14：00〜16：00

＜簡単タブレットの活用でエンジョイライフを！＞

♦日程：６/２・３・４(火〜木) ♦定員：１０名
♦時間：１９：００〜２１：００ ♦会場：総合会館 第1会議室 ♦受講費等：２，８４０円

＜ Wi‑Fi を使うと生活がこんなに変わる！＞

初心者の為のタブレット講座

講師：清水孝志

Wi‑Fi 入門

★生活を学びたいあなたに★

27

26

25

★情報を学びたいあなたに★

24

23

22
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わかとち

楽校
が

っ

こ

う

自然と共生しながら、私たちの食と暮らしを支える農村の機能と価値を高めていく方法を
いっしょに学びませんか？

回

１

日

時

６月６日（土）
午後 6 時 30 分～

７月３日（金）
２

内 容
「地域で支え合う食と農」
会場：農家民宿おっこの木

講

師

結城登美雄

（小千谷市真人町戊 2518）

視察研修：群馬県上野村

午前 8 時 30 分出発予定

「内山節さんの住む群馬県上野村を見てみよう！」

内山

節

内山

節

※詳細は後日お知らせ

３

１０月１４日（水）
午後 6 時 30 分～

「都市と農村の暮らし」
会場：農家民宿おっこの木

（小千谷市真人町戊 2518）

このほか、小泉 武夫さんによる特別講演も計画しています。現在日程調整中です。
（詳細裏面）
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■受 講 料

無料

※視察研修は実費徴収があります。

■申込方法

市民会館へご連絡ください。

■申込期限

５月２９日（金）

■そ の 他

講座の日程、内容等は都合により変更する場合があります。

■申込先・問い合わせ先
〒947－0031 小千谷市土川 1 丁目 3 番 3 号（市民会館内）
小千谷市教育委員会生涯学習スポーツ課公民館係 担当：林・大平
TEL：0258（82）9111

FAX：0258（82）9112

e-mail：culture@city.ojiya.niigata.jp

講 師 紹 介
結城

登美雄（ゆうき

とみお）

1945 年旧満州（中国東北部）生まれ。民俗研究家。山形大学卒業後、広告デザイン業界に入る。東
北の農山漁村をフィールドワークしながら、住民を主体にした地域づくりの手法「地元学」を提唱。
宮城県宮崎町（現加美町）の「食の文化祭」
、北上町（現石巻市）での「宮城食育の里づくり」では
アドバイザー、旧鳴子町「鳴子の米プロジェクト」の総合プロデューサーを務めた。

内山

節（うちやま

たかし）

1950 年東京生まれ。哲学者「労働過程論ノート」
（1976 年、田畑書店）で哲学・評論界に登場。
1970 年代から東京と群馬県上野村を往復して暮らす。趣味の釣りをとおして、川、山と村、そこで
の労働のあり方

についての論考を展開、
「山里の釣りから」
（1980 年、日本経済評論社）に平明な

文体で結実する。そこでの自然哲学や時間論、森と人間の営みの考察が「自然と人間の哲学」
（1988
年、岩波書店）
「時間についての十二章」
（1993 年、
、同）
「森にかよう道」
（1994 年、新潮社）など
で展開された。NPO 法人・森づくりフォーラム代表理事。
「かがり火」編集長。
「東北農家の会」
「九
州農家の会」などで講師を務める。

【特別講演】※日程調整中

小泉

武夫（こいずみ

たけお）

東京農業大学名誉教授 鹿児島大学客員教授、琉球大学客員教授、別府大学客員教授、新潟薬科大学客員教授、広島大学大学院医
学研究科客員教授、石川県立大学客員教授、1943 年福島県の酒造家に生まれる。醸造学、発酵学者で「健康や老化の防止は発酵
食品や和食に宿る」と説く異色の博士。1994 年から日本経済新聞の夕刊に連載しているコラム「食あれば楽あり」をはじめ、食・
食文化に関する数多くの書籍を執筆し、また数多くの国・地方自治体の委員や理事を兼任し、各地での講演も積極的に行ってい
る。

─ 114 ─

若者のための学びと仲間づくりの場

び

ば

新しいことを始めるきっかけがほしい！
自宅と職場を往復するだけの生活を変えたい！
地域や職場を越えた新しい友達がほしい！

そんなあなたにピッタリの場です！
平成２７年度開設コース
(詳細は中面をご覧ください)
毎週木曜開催

英会話

焼き物

第１・３木曜開催

いけばな(草月流)

シネマ＆ビジュアル
第２・４木曜開催

着付け
(女性限定)

料理

開催日が
重ならない
コースは２つ
申込むことが
できます！

開催期間：平成２７年５月１４日(木)～平成２８年３月１７日(木)
開級式・オリエンテーションは、５月１４日(木)午後７時３０分から
開催時間：午後７時３０分～９時３０分（料理コースのみ午後７時～）
会

場：十日町市中央公民館（学校町１）

参 加 費：年間４，０００円（コースによって別途費用がかかる場合があります）
対 象 者：１８歳（ただし高校卒業後）から３５歳（昭和５５年４月２日以降生まれ）までの若者
定
員：各コース１５人（申込先着順）
申込方法：電話または電子メールで以下の項目を５月 13 日(水)までに中央公民館へご連絡ください。
氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・申込むコース
電話０２５－７５７－５０１１ Ｅ-mail t-edu-kominkan@city.tokamachi.lg.jp
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英会話

講師

Kellie Crook さん(市外国語指導助手)

初級者から中級者を対象に、一緒に便
利な英会話を学んで楽しみましょう！
Join us!
開催日：原則毎週木曜日
時 間：午後７時３０分～９時３０分

焼き物
講師

村山和宏さん
（川治・吉田公民館焼き物教室講師）

ろくろなど様々な方法で、茶わんやお皿
などのオリジナルの焼き物を作ります。
（要
材料費）
開催日：原則毎週木曜日
時 間：午後７時３０分～９時３０分

シネマ＆ビジュアル
講師

二瓶光さん（劇団御の字代表）

映像作品の撮影技術や編集方法を学び、
楽しいオリジナル作品を作ります。
開催日：原則第１・３木曜日
時 間：午後７時３０分～９時３０分
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いけばな(草月流)
講師

富井美知子さん
(草月流２級師範常任参与)

いけばなの基本を学び、季節や年中行事に
合わせて花を活けます。
（要コース活動費）
開催日：原則第１・３木曜日
時 間：午後７時３０分～９時３０分

着付け
(女性限定)

講師

池田恵美子さん(十日町服飾専門学校)

様々な着付けや帯結びを習います。十日
町の女性ならぜひ着物に親しみましょう。
開催日：原則第２・４木曜日
時 間：午後７時３０分～９時３０分

料理
講師

蕪木康子さん(管理栄養士)

男性でも女性でも、家庭生活に活かせる栄養
（要食材費）
バランスの良い料理を学びます。
開催日：原則第２・４木曜日
時 間：午後７時～９時

「全体学習」

以上の６つのコースによる学習以外に、青年学級全体で行う
を毎月開催します。
昨年度は、月ごとに全体学習を企画するコースを決めて、以下のような学習会を行いました。
●浴衣の着付け ●旅行時に使える英語のフレーズ ●太巻き飾り寿司「四海巻き」の作り方
●焼き物でオリジナルのコップづくり ●映像作品制作体験とオススメ映画の上映
●クリスマスを彩るフラワーアレンジメント
全体学習は、コース学習で学ぶことができない内容を自分たちで決めて学べる場です。また、他コース
の学級生とも知り合える貴重な場です。ぜひ、積極的に参加してください！
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楽しい年間の行事
青年学級では、コース別学習や全体学習以外にも、楽しい行事をいくつか開催します。学習以外にも、
こうした行事にも参加して、青年学級ライフを十分楽しんでください！

歓迎交流会
毎年６月か７月に青年学級全体の交流会を行っています。
学級生・講師・公民館の担当職員と楽しく食事をしながら、
交流します。
今年度の交流会は、開級式以降に皆さんと相談して、日時
や会場を決めます。

青級フェスティバル
普段自分たちがコース学習で学んでいる内容やそれを子
ども向けにアレンジした内容を、青年学級生が講師となって
市内の小学生に教えたり、体験してもらったりする青年学級
恒例の行事です。
今年は９月１９日(土)に行います。自分たちが教えたこと
を子どもたちが喜んでくれるのは、とても嬉しいですよ。

中央公民館まつり
中央公民館まつりは、中央公民館で学び、活動する団体や
グループがその学習成果を発表する文化祭です。
青年学級では各コースの作品展示や発表に加えて、バザー
や子ども向けのゲームコーナーを毎年開催しています。
今年度は、１０月２４日(土)・２５日(日)に開催します。
若者の力で公民館まつりを盛り上げましょう！

雪まつりの雪像づくり
十日町雪まつりで毎回行われる雪像のコンテスト「雪の芸
術展」への参加も青年学級恒例の行事です。
青年学級の雪像作品出品は５１回を数え、市内の団体で最
多です。昨年度は妖怪ウォッチの雪像を作りました。
みんなで力を合わせて、大きな雪像が完成したときの達成
感や充実感は格別です。今年度もみんなで作りましょう！
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回

開催日

演

題

会

場

１

８月２９日（土） 暮らしの中の電波

新津南高等学校

視聴覚室

２

９月１９日（土） 実用書道講座

新津南高等学校

書道教室

３

10 月１０日（土） 陶芸

新津南高等学校

美術教室

新津南高等学校

視聴覚室

絵付け教室①

４

1０月１７日（土） 陶芸

絵付け教室②

５

1１月２８日（土） 続・見えてくる数学

◆時 間
◆ 参加費

午前１０時～11 時３０分
筆ペンなど書道材料代
５００円
絵の具・素焼き皿等材料代
１，７００円
◆定 員
２５人（どなたでも）
◆ 締め切り ８月２０日（木）
０２５０－２５－５７１５
◆ お申込み・お問い合わせ先 小須戸地区公民館
※詳しくは裏面参照
主催 小須戸地区公民館
共催 新 津 南 高 等 学 校
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回

開催日

演

題

講師名

１

８／２９
（土）

２

９／１９
（土）

実用書道講座～筆ペンを使って～

３

10／１０
（土）

陶芸
絵付け教室①

４

1０／１７
（土）

陶芸
絵付け教室②

開講式
暮らしの中の電波

佐藤

浩

青栁

裕

平田

洋彦

吉田

勉

続・見えてくる数学
５

1１／２８
（土）

～切って貼って折って塗って～
はさみ，カッター，のり，色鉛筆（４色以上）
，定規を持参
くだい。

会場は新津南高等学校です。

※全５回を通しての受講が原則です。
※県民いきいきカレッジの登録講座です。
受講されますと１回につき２スタンプの
押印となります。
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生涯にわたって楽しめる趣味を探してみませんか。市内の５９の楽しく活動している
団体の紹介と体験や展示を用意してお待ちしています。

サークルによって体験できる時間帯が違います。
裏面をよく見ておいでください。

会

場

堀之内公民館
（堀之内庁舎となり）☎794-6026

料金等

入場無料 申込不要

内

♪ 体験の部 11 種類

容

お子さんもＯＫの体験がいっぱい。気軽に、ためしに、
いろんな体験ができる年に一度のチャンスです。
10 時から 15 時の間、出入り自由。
キラキラ、イキイキと学んでいる市内の各サークルが
お待ちしています。

♪ 展示の部

９種類

各サークルの日頃の活動の成果を、
ゆっくり、じっくりご覧ください。

子どもたちの参加も大歓迎！

プラネタリウム
無料投影
10：30 ／ 13：30 定 員 4 0 人
※時間をすぎると入場できません。

カシオペア座とアンドロメダ座
の話を投影します。プラネタリウム
のシールを集めている子は、カード
を持って来てね☆
大人も楽しめます☆☆

みんなできてね ♪♪

主
催 ／ 魚沼市生涯学習連絡協議会 魚沼市中央公民館
お問合せ先 ／ 魚沼市教育委員会 生涯学習課 堀之内１３０番地 ７９４－６０７３
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陶 芸

展示

魚沼の歴史・民俗

展示

古文書

展示

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

粘土でかたちを作り、乾燥させてか
ら素焼きをします。絵を描き釉薬をか
け、本焼きをします。使い勝手を考え
ながら仕上げをします。
手作りの器は、ふたつと
同じものはありません。
「不細工でも可」の
器たちです。

今年は昨年に続き、成果の一部を展示し
ます。
★老若男女十数名の気楽な仲間で、月例会
（夜間）と、年 2 回ほどの市内・近隣の探
訪小旅行を楽しんでいます。
★私たちの「ふるさと」魚沼市のご先祖が
創り残された【お宝（民俗文化財）
】や風俗
習慣などの見直し、それらを後世に伝え残
す記録の作成など。
（年会費 2,000 円）

古文書は語る･･･
★「手ノ又の始まり」296 年前の「三又
村手ノ又見取米願」。
★「いの芋」250 年前の「三俣新田村差
出明細帳」
。
★「魚沼鉄山」100 年前の写真。
古文書に興味のある方、読みに協力
して下さる方、募集しています。

（魚沼歴史・民俗の会）

（魚沼市古文書に親しむ会）

（湯之谷陶芸サークル）

押し花

展示

天体観測・解説

１０:００～１５:００

展示・体験

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

講師を迎えて、月 1 回の作品づくり
を楽しんでいます。秋の文化祭に出品
したり、銀行のロビーに飾ってもらっ
たりしています。
庭の花、野の花、雑草まで作品にな
り、材料は沢山あります。素適な額絵
が出来上がります。

皆さんは昼間でも星が見えること
をご存知でしょうか。当日は駐車場に
望遠鏡を並べて、太陽・星の観測を行
います。また、望遠鏡の使い方のご相
談や天体写真の写し方等のご質問も
お受けいたします。

（新日本婦人の会押し花サークル）

和紙ちぎり絵

展示・体験

１０：００～１４：００

すずらんの会）

太極拳

押し花

体験

１０:００～１２:００

展示・体験

１０：００～１４：００
冬場のシーズンオフの時、楽しいひと
時が過ごせるように、週１回ウッドバー
ニング(電気の焼コテで雑木の輪切りに絵
などを焼き付ける手法)教室を行っていま
す。今回は、ウッドバーニング体験教室
と会員の作品展示を行います。興味のあ
る方は、冬期間の教室にも参加してくだ
さい。

北のうお座）
展示・体験

１０:００～１４：００

和紙をちぎったり、ハサミも使い、
糊で貼って仕上げます。完成した時の
達成感が素晴しい。
花、鳥、動物、季節の行事等、簡単
できれいな作品です。手作りの楽しさ
を体験してみましょう。当日は用具を
準備しております。
（和紙ちぎり絵

（星の会

ウッドバーニング体験

（魚沼自然大学）

華 道

展示・体験

１０：３０～１１：３０
１３：３０～１４：３０

押し花をあしらった“押し花ハガ
キ”や“しおり”を作ってみませんか。
“お花と語りあいながら生けて楽し
用具と押し花は用意し
もう”無料体験です。花、花器、ハサ
てお待ちしています。
ミは主催者が用意します。また、生け
会員の作品も展示しま
た花は、持ち帰りできます。
すので、ご覧ください。
大勢の方のおいでをお待ちしており
ます。
（ふしぎな花倶楽部・うおぬま）

読書会

体験

１０：００～１２：００

（魚沼華道会）

お話の部屋

体験

１０：００～１２：００

太極拳は、動作はゆっくりですが全
身を使う運動です。また、ひとつの動
作を行うためには非常に頭を使いま
すので、中高年の運動不足の解消とボ
ケ防止には非常によい運動だと思い
ます。ぜひとも演武をみて体験をして
ください。

◆絵本の読み聞かせ
◆紙芝居
◆パネルシアター
ここにきて、大きな声で読んでみよ
う。みんなから聞いてもらって楽しさ
を一緒に感じてみよう。私たちが待っ
ているからね。

読み聞かせグループによる絵本、紙
芝居、昔ばなし、ペープサート･･･。
大人にも楽しいお話がいっぱい！
“お話って楽しいね”と体験していた
だけたら嬉しいです。
メンバー募集中です。お待
ちしています❤

（魚沼太極拳クラブ）

（よい子の読書会）

（とんとんお話の部屋）

社交ダンス

体験

１０：００～１２：００

アロマセラピー

体験

１０：００～１５：００

ボールルーム（社交）ダンスを体験
してみませんか。ワルツ、ルンバ等、
楽しく一緒に踊りましょう。楽しみが
増え、新しい自分を発見出来るかもし
れませんよ。
気軽に顔を出してみてください。お
待ちしていま～す。

小さいお子さまでも作ることがで
きるアロマスプレーを手作りします。
１０分程度で出来上がります。
心に届くアロマスプレーのレシピ
から選びます。数に限りがあります。
（無料）

（火曜サークル・チャチャ）

（心と香りの会）
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ペン習字

体験

１３：００～１４：００
先生を迎えて楷書と行書の違い、続
け文字の決り、筆ペン、ボールペンを
習えます。毎月第 1 か第 2 の月曜日（19
時～21 時）
、第 3 土曜日（13 時～15 時）
来られる時間のみの参加自由で、自宅
でも出来ます。小川、水沢まで。
（小出ペン習字会）
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「エンジョイ！生涯楽習広場」
ボクたち２ひきで「カッ
パツー」
。 今年もいろ
いろと活発にやってみ
よう！あれ？あいつ、ど
こにいった？

気軽に、楽しく、時に夢中に、そんなことをめいっぱい体験できるイベントです。
家族で、おともだちと一緒に、気ままに一人でもいいので、ぜひ来てみてください！

と き：平成 27 年 ３ 月 8 日（日）９：３０ ～ １４：００
ところ：関川村村民会館（ アリーナ・休養室 など ）
イベント内容

※ 時間が決まっているイベントもあります。

◆人形劇 会議室 10：00～10：30

◆絵本の読み聞かせ 会議室 10：30～11：00

影絵を交えて、語り継がれる物語が楽しめるひとときです。 テレビやビデオとは違う魅力で心の栄養補給をしませんか？

＜２階：アリーナ＞
◆縁日屋台コーナー

◆ビーズで作ろ

◆シルクフラワー体験コーナー

◆mie's room

入場料： 1 巡り１００円

有料：500 円

有料:500 円 ※商品の販売有

ポップコーン＆駄菓子

『ﾁｸﾁｸ』
『風船釣り』等々が登 素敵なアクセサリーやスト

彩り豊かなまゆ玉で素敵なシルク の販売をします

場！挑戦して、ポイント貯める ラップを作ろう。

フラワーを作ってみよう。

と妖怪メダルか図書券と交
換！！

◆方言カルタ取り合戦

◆布ぞうり製作体験 ◆花と遊ぼ

11：00～12：30

やまゆり大学との

関川村の方言でカルタ取り！！お

夢のコラボが実現。 一緒に体験しません 9:30～11:30、12：30～14:00

めさんは関川村の方言をどれだけ

素敵な布草履を作

か。

県立自然科学館の協力でホバー

知ってだげ？ カルタ販売もしま

ろう

※先着 20 名です。

クラフトを作って遊ぼう！

◆風船ホバークラフト工作

伝統文化の生け花を コーナー

す。

どうやってホバークラフトは

◆将棋のたまり場

◆石臼カフェ －浪漫亭―

まわりを気にせず、将棋を 無料 ひきたてのコーヒー
さしてみましょう！

◆しおり作りコーナー

浮いているのかな？

どこまで読んだっけ？

◆TRY!フラッシュ暗算＆

関川村の歴史文化を眺めながらス 忘れないように『しお 計算バトル
イーツ＆おしゃべりつき！
り』を作りませんか。 TV で良く見るフラッシュ暗算。あ

◆スクエアステップコーナー10:30～11：00、12：10～12：40

なたはどれだけできるかな？

スポーツ医学の知識を結集して開発された新エクササイズ！あらゆる年齢層の体力づく ｿﾛﾊﾞﾝ VS 電卓のバトルや講座もあ
ります。

りにもってこい！！

◆カローリングコーナー

◆脳と体の健康体操 ステージ

ニュースポーツ『カローリング』が登場！誰でも簡単に 9：30～10：20、11：10～11：50
カーリング日本代表の

シナプソロジー（脳）とバランスコーディネーション（体）で鍛え

気分！！

て、健康で活力溢れる生活をエンジョイしましょう！

☆★ ほかにも、アクリルたわしの無料配布、さらには楽しめるコーナーが登場します！乞うご期待！！★☆
ボクたち２ひきで「カッパツー」
いろんなところで夢中に
なりすぎて、お兄ちゃんと
はぐれちゃった ^ ^ ;

＜お問い合わせ＞ 教育課（村民会館：６４－２１３４）
「福祉健康フェア」の内容は、裏面をご覧ください!!
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●主なプロフィール
(一般社団法人)新潟県労働衛生医学協会 教育研修部常務理事
聖路加国際病院理事長 日野原重明先生提唱
「新老人の会」新潟支部事務局長
※著書「もっと健康に、もっと幸せに」、「輝いて生きる」ほか

入場
無料

申込不要
主催：三条市

直接会場にお越しください。

問合せ：三条市中央公民館 三条市元町13-1 ℡0256-32-4811
駐車台数に限りがありますので徒歩・自転車又は公共交通機関等を御利用ください。
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【参加者全員】
元気くんのたまごプレゼント

平成２７年度

北諏訪地域

防災講座

回覧

ぼうさいりょく

そな

し

いつ大きな災害が起こるのか…防災の知識、訓練、備えが
生死を分けると言っても過言ではありません。不安を行動に
変え、いざという時に対応できる防災力を身につけましょう。
防災アドバイザーによる解説などを交えながら、ポリ袋クッキ
ングの試食をしていただき、地域やご自身に必要な備えを考え
ます。

●と

き

６月２６日（金）
午前９時 30 分～11 時 30 分

（午前 9 時 30 分～

防災講話、11 時～

ポリ袋クッキング試食）

●ところ

公民館 北諏訪分館

●参加費

無料
※どなたでもご参加いただけますが、申込みが必要です。

●講

師

●申込み

上越市防災アドバイザー

田中

正一さん

ポリ袋クッキング講師

平山

恵子さん

食材の準備の必要がありますので、６月２４日（水）
までに北諏訪分館へお申込みください。
【申込み・問い合わせ】
公民館 北諏訪分館
TEL544-2427
上越市上千原 560
協力員 堀田
（月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 4 時）
※留守にしている時もあります。
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学びの輪プロジェクト すこやかな暮らしの応援 平成 27 年度公民館テーマ学習「防災」講座

回

覧

我が家の備蓄品
9 月 1 日は、防災の日です！
あなたの家には、いざという時のための“備え”ができていますか?
災害にあった時、危険がなければ自宅で生活できるよう備えておきたいところです。
「何を準備すればいいの？」 「何日分？」 「期限は？」

など、今回はもしもの

時のための家庭内備蓄の基本及び災害について学びましょう。

【日

時】

平成 27 年 8 月 29 日（土）
午前９時 30 分～11 時 30 分

【会

場】

八千浦交流館はまぐみ（上越市下荒浜９８２－４１）

【講

師】

木村

初雄さん（防災アドバイザー）

【受講料】

無

料

【持ち物】

筆記用具

【申込み】

8 月 3 日（月）午前 9 時から受け付け開始

【申し込み・問い合わせ】
公民館 八千浦分館（笠原）
月曜日～金曜日 午前９時～午後４時
☎025-543-3191（はまぐみ内）

主催：上越市教育委員会（公民館八千浦分館）
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30～50 代の女性は、仕事や子育て・介護など、まだまだ忙しい時！なんとなくカラダやココロ
に不調や変化を感じても、ゆっくりと考えることもなかなか難しい。「これって、もしかして更年
期？」と悩む前に、ココロとカラダのしくみについて理解し、より健康に、楽しく、自分らしく
毎日を過ごすために、女性の健康とワーク・ライフ・バランスについて考えてみませんか？
と

き

３月１３日(日)

参加費
無料

午後１時３０分～４時００分まで
と こ ろ

市民交流センター ネーブルみつけ 研修室１
(見附市学校町１－１６－１５)

対

象

定

員

申込み・問合せ

そ の 他

テーマに関心のある女性
定員 20 名（先着順）

３月７日(月)までに見附市まちづくり課(ネーブルみつけ内)へ。
下記申込書をご持参ください。※TEL または FAX での申込みも可。
(☎0258-62-7801 FAX0258-62-7810)
保育ルームあり。定員６名。（生後４カ月以上の乳児、幼児および児童）
利用の場合は申込み時にお伝えください。

新潟大学医学部保健学科助教 石田真由美さん
石川県生まれ。
助産師として分娩や新生児集中治療室での看護に従事した後、看護教員の道へ。日々、妊娠・出産・
女性の健康に関する研究と助産師を目指す学生の教育を行っている。また、新潟市男女共同参画推進
に関する事業「女性のこころとからだ専門相談」、新潟県の委託事業「思春期・エイズ電話相談」の
相談員を担当している。若作りが趣味のアラフォー、１児の母である。

講

師

主催：見附市/(公財)新潟県女性財団

きりとり

見附市まちづくり課(ネーブルみつけ内)行き （FAX 0258-62-7810 ☎ 0258-62-7801）
3/13(日) 「（公財）地域セミナーｉｎ見附 知っておきたい私のカラダ」 参加申込書
お名前

ご住所

申込み締め切り：３/７（月）

お電話番号

フリガナ

お名前：

託児利用は右記にご記入ください

フリガナ

お名前：

(年齢：

才

か月 ・ 性別

)

(年齢：

才

か月 ・ 性別

)

(年齢：

才

か月 ・ 性別

)

フリガナ

お名前：
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平成27年度 第３回 学びのカフェ

日時：11月５日（木）
午後１時50分～３時30分
会場：丸井今井邸
（中央公民館に集合後、会場へ向かいます。）
●参加費● 1,000円
10人
●定員●
●お申し込み●
三条市中央公民館 ３２-４８１１
（ 10月16日から受付開始）

国登録有形文化財である丸井今井邸にて、和室から庭を眺めながら、
奥深いコーヒーの世界に触れてみませんか？
そもそも、コーヒーって何？といったお話から家庭で試せる美味しい
コーヒーの淹れ方まで、コーヒーのはじめの一歩を楽しくお話します。

主催：三条市中央公民館
─ 134 ─
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【憧れのロマン度：★★★★☆】

Honda の製品のデザインにまつわるお話を紹介
します。ライブでのデザインスケッチの実演は、
めったに見れませんよ！

11 月 18 日（水）19：00～20：30

-Honda 三現主義-

乗り物のデザインが生まれるまで

【かたい話度：★☆☆☆☆】

レルヒさんをプロデュースした企業の方を招いて、
ゆるキャラにまつわる色々なお話を聴くことが
できます！

スパルタ式！ゆるキャラの育て方
11 月 11 日（水）19：00～20：30

つ
の
秋
、

４
つ

ご
用
意
し
ま
し
た
。
申

☎
0258-39-3300

込

HP
http://www.
machicam.jp

【ハナタカ度：★★★★☆】

ドラマ誘致の立役者を招いてお話を伺います。
放映前に周りにちょっと自慢できるこぼれ話が
満載！

NHK ドラマ『真田丸』を
100 倍楽しむ方法
11 月 21 日（土）14：00～15：30

【さわって驚く度：★★★★★】

軽くて温かくて、そして柔らかい。そんな桐の魅力を
目一杯お話しします。聴いた後に桐が欲しくなること
間違いなし！

桐子を探せ。
11 月 19 日（木）19：00～20：30

特別
企画

1 から教わる
雪かきの技！
～「親子で参加」大歓迎！！～
日 時

１２月１２日（土）
午後１時３０分～３時３０分
会 場 市民プラザ スタジオ１０２
受講料 ３００円（小中学生は無料）
講 師 木村 浩和さん（中越防災フロンティア）
毎年、雪の量が気になるこの時期。
より安全で効率のよい除雪作業で
この冬を快適にすごしましょう！

〔主催・申し込み先〕
柏崎市教育委員会生涯学習課（柏崎公民館）
〒945-0051 柏崎市東本町
1 丁目 3 番 24 号市民プラザ
(電話)0257-20-7500
(ﾌｧｸｽ)0257-22-2637
(Ｅﾒｰﾙ)s-plaza@city.kashiwazaki.lg.jp
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５回シリーズ講座

非大
タ

人

ス

日 イル
常
充実の
プライベートライフ

人生の２ｎｄステージを迎え、
何をしたらいいか迷っている方、
新しいことをはじめようと思っている方、

ぜひご参加ください。
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新しい居場所づくりを応援します。
日時
①11 月 5 日
（木）
19 時～21 時
②11 月 12 日
（木）
19 時～21 時
③11 月 19 日
（木）
19 時～21 時
④11 月 28 日
（土）
19 時 30 分～
21 時
⑤12 月３日
（木）
19 時～20 時
30 分

タイトル・内容

ゲスト

「俺の折り紙！粋な和紙の財布づくり」
小国地域の無形文化財・小国和紙で、味わい深い“大人の
小道具”を折りませんか。若手作家が、折り紙と和紙の
魅力を語ります。
「～くるくる回る～ろくろで陶芸」
電動ろくろで茶碗や湯呑などの焼物作りを体験します。
出来上がった作品は、最新式の陶芸窯できれいに焼き上げ
ます。
「できたら自慢できちゃう！？マジック」
カードマジックなどマジックの基本を楽しく学びます。
明日からみんなに披露できるマジック満載です。
「Saturday Dance Night」
音楽に合わせて、初心者向けの簡単なダンスを踊ります。
体を動かし、脂肪燃焼、健康効果バツグン！！楽しんで
健康なからだを目指しましょう。
「至福のひととき！手軽に美味しいドリップコーヒー」
ラストにコーヒーはいかが？
ますますコーヒーが美味しい季節に、誰でも簡単に美味しく
淹れるコツをお洒落なコーヒー屋さんが伝授します。

オリガミ
デザイン
池山崇宏
さん
まちの先生

林

和夫
さん

まちの先生

戸松茂樹
さん
まちの先生

ISSEY さん
グッドラック
コーヒー

青柳拓郎
さん

会場

持ち物

中央公民館
和室

なし

中央公民館
陶芸工作室

・汚れても
よい
エプロン

中央公民館
講座室

・トランプ
・筆記用具

中央公民館
大ホール

・運動できる
服と靴
・飲み物
・タオル

グッドラッ
クコーヒー
（山田２－
１－７）

なし

退職後、何をすればいいのか分からない…。
注目のダンサー
ISSEY さんも
やってくる！！

そんな悩みに地元の逸材が全力でお答えします！
なかなかできない非日常の体験を通して新しい自分のスタイルを
見つけてみませんか？新しい趣味、新しい仲間…ここではドキドキ、
ワクワクな出来事があなたをお待ちしております。
人生のセカンドステージを迎えたシニア世代の方、ご夫婦での参加、
大歓迎です。

対象：市内にお住まいの方
※原則、全５回とも参加できる方
定員：２０名
参加費：３,０００円（５回）

【申込先】※申込は 10 月 13 日（火）より先着でお受けします。
長岡市中央公民館
〒940-0084 長岡市幸町２－１－１
☎ 0258-32-0437
FAX 0258-32-0561
E-MAIL chu-kou@city.nagaoka.lg.jp
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