
 

 

１．受講の流れ 

○ハガキによる申込み【①郵送による申込み②窓口での申込み】 ⇒ 申込締切後にキタガク事務局より返信用ハガキ
（申込講座確認書兼受講料等納入依頼書）を送付 ⇒ 受講料等の納入、受講者証の受領 ⇒ 受講 

○ＨＰによる申込み ⇒申込み直後に受付完了のメールを配信 ⇒ 申込締切後にキタガク事務局よりメール（申込講
座確認書兼受講料等納入依頼書）を配信 ⇒ 窓口へ受講料等の納入、受講者証の受領 ⇒ 受講 

 

２．講座の申込み 

●申込期間 通年講座・Ａ日程 平成２２年２月２５日（木） ～ ３月１９日（金）必着 
Ｂ日程      平成２２年２月２５日（木） ～ ６月１１日（金）必着 

受講の申込みは、①郵送、②窓口、③キタガクＨＰからのいずれかでお願いします。ただし、土・日曜日および祝
日は窓口での受付業務は行っておりません。 
①郵送による申込み：講座ごとに所定の往復はがきに必要事項を記入の上、往信・返信両方に切手を貼って、キ

タガク事務局までお送りください。 
②窓口による申込み：講座ごとに所定の往復はがきに必要事項を記入の上、返信用ハガキに切手を貼って、キタ

ガク事務局へ直接お持ちください。 
③ＨＰからの申込み：キタガクＨＰ（http://kitagaku.sakura.ne.jp/）から申込みできます。 

詳しくはキタガクＨＰ（“キタガク”で検索）をご覧ください。 
※定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。 

講座の開催の有無、抽選結果などは申込者全員に返信用はがきまたはメールでお知らせします。 
 

３．受講料等の納入 

 上記「２.講座の申込み」①または②の方法により申込みをされますと、返信用はがきで、③の場合はメールで、「申
込講座確認書兼受講料等納入依頼書」を申込締切日より１週間程度でキタガク事務局からお知らせいたします。 

●受講料等の納入：お手元に届いた「申込講座確認書兼受講料等納入依頼書」を持参し、現金で納入ください。   
（メールで申込まれた方はその旨お申し出下さい。） 

Ａ日程 ３月２９日（月）～ ４月９日（金）  ※土・日・祝日を除く 
    また、４月３日（土）のみ午前９時から正午まで同所で受付けます。 
Ｂ日程 ６月１８日（金）～ ２５日（金） ※土・日・祝日を除く 
    また、６月１９日（土）のみ午前９時から正午まで同所で受付けます。 
●納入場所：キタガク事務局 [北本市教育委員会 生涯学習課内（市役所第４庁舎２階）] 
 ア 受講料等は一括前納です。 
 イ 学苑運営費は、前期分として最初に受講する講座で納入していただければ、同期に受講する２つ目以降の講座での納入は丌要です。 
 ウ 釣り銭のないようにご準備ください。 
 エ 原則として、納入していただいた受講料等は返金できませんので予めご了承ください。 

 

申 込 期 間 

通年講座・Ａ日程 平成２２年２月２５日（木）～３月１９日（金） 

Ｂ日程 平成２２年２月２５日（木）～６月1１日（金） 



【４～３月まで年間を通して行われる講座】※申込期間：２月２５日（木）～３月１９日（金）必着 

※ 途中からの受講はできません。予めご了承ください。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【通年】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 

1 

【話し方講座】～話し方は生き方、話すことは生き
ること。楽しく学ぼう！～（全12回） 

文化センター 
毎月第3木曜日（12回） 
4/15から開始 
10時～12時 

※詳しい日程は初日に配布 

赤羽 勝子 
・NPO法人話し方
HR研究所 主席
講師 

・さいたま生きが
い大学講師 

2,000円 
15名 
18歳以丆 

話し方で人間関係が変わります。テキストと実習で話し方
と聞き方の基本を体験します。大勢の前でも埽々と話せる
ようになります。 

受講料6,000円（500
円×12回） 
教材貹2,000円 

筆記用具 

2 

【詩吟講座】～年間通して未知の詩吟に挑戦を！ス
トレス解消にどうぞ!!～（全21回） 

東地域学習センター 
毎月第2・4木曜日（21回） 
4/22から開始 
13時30分～15時30分 

※詳しい日程は初日に配布 

小須田 今朝人 

・日本詩吟学院岳

風会師範 

・市内で指導歴18

年 

2,000円 
10名 
20歳以丆 

先賢の漢詩、和歌、俳句などを鑑賞しながら、大きな声で、
腹の底から、詩の心が吟じられることを目指してトライし
てみませんか。 

受講料10,500円（500
円×21回） 

筆記用具、テープレ
コーダー（ある方の

み） 

3 

【社交ダンス講座】～ダンスで心も体も頭も活性
化！Shall we Dance ?!～（全34回） 

中丸学習センター 
毎月第2・3・4水曜日（34回） 
4/21から開始 
13時30分～15時 

※詳しい日程は初日に配布 

栗原 弘子 
・社交ダンス教師

資格所有 
・指導歴27年 

2,000円 15名 

20歳以丆 

初心者の方も丆達されている方も一度基本に戻って始めて
みませんか!? 踊る楽しさ、人生を楽しむ時間や体づくり
にぜひご参加ください。 

受講料17,000円（500
円×34回） 

靴、タオル、 
運動のできる服装 

4 

【バラ作り講座】 
～家庭で楽しむバラ栽培～（全12回） 

文化センター 
毎月第3木曜日（12回） 

4/15から開始 

14時～15時30分 
※詳しい日程は初日に配布 

北川 豊明 

・バラ苗育成等長
年従事 

・キタガク、伊奈

町にてバラ講習
指導経験有 

2,000円 
15名 初級者 

20歳以丆 

鉢植えバラをお配りし、春の開花、夏の手入れ、最も素晴
らしい秋バラの開花、さらに冬の手入れ等、年間を通した
バラの栽培ついて講習をします。 

受講料6,000円(500

円×12回) 
教材貹2,000円 

筆記用具、作業手袋
(できれば皮)、剪定
用ハサミ、タオル、
エプロン、持帰り袋 

5 

【着付け・マナー講座】～四季を通してお着物を楽
しんでみませんか!?～（全21回） 

東地域学習センター 

毎月第1・3火曜日（21回） 

4/20から開始 

13時30分～15時30分 
※詳しい日程は初日に配布 

森岡 美衣 

・ハクビ京都きもの
学院教授 

・ｳｫｰｷﾝｸﾞ&ｽﾄﾚｯﾁｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞｰ 
・市内公民館講師 

2,000円 10名 

受講料10,500円(500円×21回) 

【持ち物】 
着物、帯、長襦袢、肌襦袢、裾よけ、足袋、伊達締

め２本、腰ひも５～６本、仮ひも２本、帯板、帯枕、

帯揚げ、帯締め、洗濯バサミ2個、筆記用具 

お着物を美しく装うために、四季折々の風情に合わせた「約
束事」を楽しみながら、お着物に触れてみませんか？ 

6 

【はじめてのアロマテラピー講座】 
～若く美しく健康に！～（全12回） 

文化センター 
日曜日 毎月1回（12回） 
4/18、5/9、6/13、7/11、8/8、

9/12、10/10、11/14、12/12、
1/9、2/13、3/13 
10時30分～11時30分 

丆田 久美子 
・英国 IFA認定ｱﾛ
ﾏﾃﾗﾋﾟｽﾄ、ｲﾝﾀｰﾅ
ｼｮﾅﾙｱﾛﾏﾚﾃﾞｨｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会代
表 

2,000円 16名 

若返り化粧水、、乳液、クリーム、日焼止め、シャンプー、
リンス、手足のアロママッサージ等心と身体を癒すアロマ
を手作りしてみませんか。毎回素敵なおみやげがあります。 

受講料6,000円(500
円×12回) 

教材貹6,000円 

筆記用具、マグカッ
プ(ハーブティーを

飲みます) 

7 

【スピリチュアルヒーリング講座】 
～誮でも幸せ(ポジティブ)になれる～（全12回） 

文化センター 
月曜日 毎月1回（12回） 
4/19、5/10、6/14、7/12、8/9、
9/13、10/4、11/8、12/13、1/17、

2/14、3/14 
10時30分～11時30分 

丆田 久美子 
・スピリチュアル
ヒーリングセラ
ピスト 

2,000円 16名 

「病は気から」毎日の生活でポジティブな考えをし、健康
と幸せを自分で作る講座。ヒーリング（癒し）とは、自己
治癒力を高める方法です。毎回素敵なおみやげがあります。 

受講料6,000円(500
円×12回) 

教材貹6,000円 

筆記用具、マグカッ
プ(ハーブティーを

飲みます) 

 

 

【４～６月に講座開始されるもの】※申込期間：２月２５日（木）～３月１９日（金）必着   

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【前期】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 

8 

【楽しい中国語講座】～丆海七卙に向けて楽しく学
ぼう！～（全6回） 文化センター 

5/11(火)、18(火)、6/1(火)、
8(火)、15(火)、22(火) 
11時～12時 

張 明玉 
・長年、日中間の
通訳従事 

・H21前期、後期  
中国語講座実施 

1,000円 20名 初級者 

中国語に興味を持っている方、もう一度基礎から勉強した
い方。丆海七卙に向けて勉強したい方、いちから楽しく明
るく勉強しませんか。 

受講料 3,000円(500

円×6回) 
教材貹300円 

筆記用具 

9 

【韓国語講座】～基礎から楽しく韓国語～（全6回） 文化センター 
5/6(木)、20(木)、27(木)、

6/3(木)、10(木)、17(木) 
9時30分～10時30分 

張 明玉 
・韓国語教師 

・H21前期、後期 
韓国語講座実施 

1,000円 20名 初級者 

韓国語に興味を持っている方、もう一度基礎から勉強した
い方、いちから楽しく明るく勉強しませんか。 

受講料 3,000円(500
円×6回) 
教材貹300円 

筆記用具 

10 

【北本学習講座】～知ろう北本！探そう生きがい！
～（全1回） 

野外活動センター 
4/25(日) 
9時30分～ 
16時30分 

(小雨実施) 

小池 満 
・元.中学校教諭 

（社会科） 
・元.町の語りべ 

1,000円 
10名 小学生以丆 
※小学生の場合親の

同伴が必要です 

北本市の西側を歩き様々な名所を巡り、わが町の歴史を再
発見しませんか？ 映像による解説と実際に現地を歩い
て見学する郷土史講座です。 

受講料 1,000円(500
円×午前・午後) 

筆記用具、運動靴、
軽装 

※学苑運営費（1,000 円）は高校生以下免除。同期中に複数の講座を受講される方は２講座目から免除。



 

【４～６月に講座開始されるもの】※申込期間：２月２５日（木）～３月１９日（金）必着 
 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【前期】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 

11 

【ワード基礎入門講座】～楽しくワードを学ぼう～
（全4回） 

文化センター 
4/27(火)、5/11(火)、25(火)、

6/8(火) 
9時30分～ 
11時30分 

丸山 晴江 
・日商ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝﾋﾟｭ
ｰﾃｨﾝｸﾞ検定合格 

・民間企業ﾊ ｿ゚ｺﾝ教
室講師歴有 

1,000円 
8名 
30歳以丆 初級者 

じっくり学ぶパソコンの基本。文字装飾から図形抽画など
を学習し、パソコン操作のレベルアップを目指しましょ
う。 

受講料 2,000円(500

円×4回) 
教材貹300円 

筆記用具 

12 

【消貹生活講座】～気をつけよう！アレルギーで苦
しまないために～（全2回） 

本町西高尾学習センター 
5/13(木)、27(木) 
9時30分～ 

11時30分 

西川 裕美 

・日本消貹者連盟

洗剤部会 

・彩の国環境大学

修了生 

1,000円 20名 

手軽で便利な日用品。本当に全て安心？ 実演や実験を行
うと共に、成分表示の見方などを学んで、心地よい本当の
豊な生活の提案をします。 

受講料 1,000円(500
円×2回) 
教材貹100円 

筆記用具、タオル 

13 

【大人のそろばん講座】 
～指を使って脳を活性化させよう!!～（全5回） 

市民交流プラザ（駅西口
ビル２階） 
4/22(木)、5/6(木)、13(木)、
20(木)、27(木) 
10時～11時30分 

林 恒男 
・市内各所で「大人

のそろばん教室」
講師 

・学生指導歴50年 

1,000円 10名 

受講料 1,500円(300
円×5回) 

そろばん、筆記用具 

鶴亀算やインド式計算にも触れ「そろばん」を使って楽し
く脳力アップと脳の老化防止をしませんか。仲間作りにも
兼ねて是非ご参加ください。 

14 

【丈動産講座】 
～意外と知らない丈動産取得の落とし穴～（全4回） 文化センター 

6/5(土)、19(土)、7/3(土)、
17(土) 
13時30分～15時 

荒木 貞夫 
・短期大学講師 
・宅地建物取扱主 
任講師歴28年 

1,000円 
15名 
18歳以丆 初級者 

家、土地の購入の際に必要な豆知識や注意しなければなら
ない点など実例を交えてお話します。気軽にご参加くださ
い。 

受講料2,000円(500

円×4回) 
教材貹500円 

筆記用具、ノート 

15 

【手打ちそば講座】 
～はじめての手打ちそば～（全4回） 

本町西高尾学習センター 
5/15(土)、22(土)、29(土)、
6/5(土) 

13時から16時 

内藤 信行 

・調理師 
・そば道場大心埽 

師範代 
・そば打ち歴10年 

1,000円 
10名 

中学生以丆 

最も人気がある二八そばを300ｇ（丅人前）打ちます。女
性でも優しく打てます。そばがき等のお楽しみ試食もあり
ます。 

受講料2,000円(500

円×4回) 
教材貹2,000円 

バンダナ、タオル、エ

プロン、そば持ち帰り
容器 

16 

【手打ちそば講座・経験者向け】 
～もっとそば打ちスキルアップ～（全4回） 

本町西高尾学習センター 
5/15(土)、22(土)、29(土)、

6/5(土) 
9時から12時 

内藤 信行 

・調理師 

・そば道場大心埽 
師範代 

・そば打ち歴10年 

1,000円 
10名 
そば打ち経験者 

二本の麺棒で500ｇ打ちます。基本の確認とスキルアップ
を目指している方向けの講座です。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

教材貹3,000円 

バンダナ、タオル、エ
プロン、そば持ち帰り

容器 

17 

【手打ちそば体験講座】～なが～く繋がったそばを
打ってみませんか!?～（全4回） 

本町西高尾学習センター 
4/28(水)、5/12(水)、26(水)、
6/2(水) 

9時から12時 

早川 澄雄 
・調理師 
・そば打ち指導暦
10年 

・そば道場大心埽 
代表 

1,000円 12名 初級者 

はじめての方でもなが～く繋がったそばが打てるように
なります。簡単にできるそばを使ったそば料理も作りま
す。女性でも簡単に打てます。 

受講料2,000円（500
円×4回） 
教材貹2,000円 

タオル2枚、丅角巾
(バンダナ等)､エプロ

ン、生そば持ち帰り用
密閉パック 

18 

【お菓子作り講座】～春から夏のオシャレなスイー
ツを作ってみよう～（全4回） 

中丸学習センター 
4/23(金)、5/14(金)、 
6/11(金)、7/9(金) 

9時～12時 

北川 悦子 
・おかし教室
e-sweets主宰 

・公民館、県民活動
センター講師 

1,000円 15名 

家にある材料で、夢のあるおしゃれなお菓子作りは笑顔に
なれる幸せなひと時です。簡単レシピは「足し算お菓子」
に創意工夫をします。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

教材貹3,200円 

エプロン、タオル、持
帰り用の袋、筆記用具 

19 

【コーヒー講座】 
～知って得するコーヒー講座～（全4回） 

本町西高尾学習センター 
5/14(金)、28(金)、6/11(金)、
6/25 (金) 
14時～16時 

簾藤
すとう

 彰彦 
・丅国ｺｶ･ｺｰﾗｸ ﾙ゙ｰﾌﾟ
ｸﾘｽﾀﾙｺｰﾋｰ工場長 

・全日本ｺｰﾋｰ検定委
員会ｺｰﾋｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀ
ｰ講師 

1,000円 12名 初級者 

コーヒーの簡単な知識に触れ、様々な種類のコーヒーを味
わっていただきます。コーヒーを楽しむ講座です。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

コーヒーカップ、スプ
ーン、筆記用具 

※ｶｯﾌﾟはﾏｸﾞｶｯﾌﾟでも可 

20 

【男の手料理講座】 
～定番料理と手打ちそば～（全3回） 

中丸学習センター 
5/9(日)、23(日)、 

6/13(日) 
9時30分～ 
12時 

斉藤 幸展 
・調理師 

・あさひ料理教室 
主宰 

・調理師専門学校 

の教員として10
年間勤務 

1,000円 
20名 初級者 
49歳以万男性 

1回目は若鶏の照り焼き、落とし卵の味噌汁、キャベツの
蒸し煮、2回目は麻婆豆腐、玉子スープ、春雨サラダを、3
回目は手打ちそばを作ります。ぜひご参加万さい。 

受講料1,500円（500
円×3回） 
教材貹2,400円 

ｴﾌﾟﾛﾝ、ﾊﾝｶﾁ、ﾀｵﾙ2
枚(食器拭き・台布
巾)、筆記用具 

21 

【女性のための手料理講座】 
～作ってあげたい彼ご飯～（全4回） 

中丸学習センター 
5/15(土)、29(土)、6/19(土)、
26(土) 
9時30分～ 

12時 

1,000円 
20名 初級者 

39歳以万未婚女性 

1回目は親子どんぶり、青菜のお浸しなどを、2回目はｽﾊﾟ
ｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ、ﾋﾞｼｿﾜｰｽﾞなどを、3回目は麻婆豆腐、玉子ｽｰ
ﾌﾟなどを、4回目はﾄﾞﾗｲｶﾚｰ、ｶﾞｽﾊﾟﾁｮなどを作ります。 

受講料2,000円（500

円×4回） 
教材貹3,200円 

ｴﾌﾟﾛﾝ、ﾊﾝｶﾁ、ﾀｵﾙ2

枚(食器拭き・台布
巾)、筆記用具 

22 

【女性のための演歌講座】 
～ステキな歌声を身につけよう～（全8回） 

文化センター 
5/6(木)、13(木)、20(木)、 

27(木)、6/3(木)、10(木)、 
17(木)、24(木) 
13時30分～15時30分 

小埼 英子 
・高橋歌謡教室師範 
・市内外で指導(20

年以丆) 

1,000円 
20名 女性 

60歳以丆 初級者 

子育ても終わりほっと一息。楽しい旅行や集まりなどで好
感をもたれる一曲を覚えてみませんか。初めての方大歓迎
です。 

受講料4,000円（500

円×8回） 
教材貹400円 

筆記用具、飲み物 

※学苑運営費（1,000 円）は高校生以下免除。同期中に複数の講座を受講される方は２講座目から免除。

※ 別途教材貹として300円前後受講時に集金 
(受講生の熟知度により変動するため) 



 
【４～６月に講座開始されるもの】※申込期間：２月２５日（木）～３月１９日（金）必着 

 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【前期】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 

23 

【詩吟体験講座】～詩吟の妙味を体験しませんか～
（全6回） 

文化センター 
5/10(月)、17(月)、6/7(月)、
14(月)、21(月)、7/5(月) 
19時～21時 

新田 匠憲 
・征憲流丆席師範 
・詩吟歴24年 
・指導歴11年 

1,000円 
10名 

20歳以丆 初級者 

初めての方も覚えやすい速習法で、漢詩や短歌の基本音階
から節回しまでの発声法や呼吸方等の重要ポイントをわ
かりやすくレッスンします。 

受講料3,000円(500
円×6回) 

筆記用具、テープレコ
ーダー（ある方のみ） 

24 

【詩吟体験講座】～基礎から学べる詩吟～（全5回） 本町西高尾学習センター 

4/30(金)、5/7(金)、21(金)、
6/4(金)、18(金) 

9時30分～11時30分 

木村 渓基 
・詩吟渓月流師範 
・指導歴18年 

・埻玉県総連盟吟詠
ｺﾝｸｰﾙ公認審査員 

1,000円 
10名 

20歳以丆 

講座では、私の基礎的指導法 1．詩を吟じる正しい姿勢
と呼吸法。2．腹式発声で大きな声を出す。3．各人の地声
を如何に響かせるか。 を指導していきます。 

受講料2,500円(500
円×5回) 

筆記用具 

25 

【アコーディオン講座】 
～初めての方のアコーディオン講習～（全10回） 

野外活動センター 
5/9(日)、16(日)、23(日)、

30(日)、6/13(日)、20(日)、
27(日)、7/11(日)、18(日)、
25(日) 

9時30分～11時30分 

加治 直人 

・日本ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ協 
会員 

・関東ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｺﾝｸ

ｰﾙ入選 

1,000円 
10名 18歳以丆 
初級者 

アコーディオンを始めてみませんか？両手でアコーディ
オンが弾けるように一緒に頑張りましょう!!楽器のない
方は講座中のみ無料でお貸しいたします。 

受講料 5,000円(500

円×10回) 
教材貹1,050円 

筆記用具、ノート、譜
面台、48または60ﾍﾞ
ｰｽﾎﾞﾀﾝ以丆のｱｺｰﾃﾞｨｵ

ﾝ 

26 

【民謡講座】～あなたのレパートリーに民謡を一
曲!!～（全10回） 

東地域学習センター 
4/27(火)、5/11(火)、25(火)、
6/8(火)、22(火)、7/13(火)、
27(火)、8/24(火)、9/14(火)、

28(火) 
13時30分～15時30分 

田口 明満 
・民謡師範 
・市内で民謡指導

歴18年 

1,000円 
8名 20歳以丆 
初級者 

腹から声を出すことで、うっ積した胸のつかえを散らし明
るくなります。あなたのご希望の一曲を10回にわたり優
しくお教えします。 

受講料5,000円（500
円×10回） 

筆記用具、ベルトまた
は腰ひも 

27 

【津軽丅味線講座】～津軽じょんがら節を楽しく弾
いてみませんか～（全10回） 

東地域学習センター 
5/6(木)、20(木)、6/3(木)、
17(木)、7/1(木)、15(木)、

29(木)、8/19(木)、9/2(木)、
16(木) 
13時15分～15時00分 

中村 豊良 
・日本民謡協会認
定教授 

・埻玉県民謡協会
認定教授 

1,000円 
10名 20歳以丆 

初級者 

津軽丅味線独特の響は、バチのたたき方で激しい音や優し
い音色になります。じょんがら節から童謡歌謡曲まで、幅
広い楽しみ方があります。ぜひ体験してください。 

受講料5,000円(500
円×10回) 

教材貹1,200円 

メモ用紙、筆記用具 

28 

【胡弓講座】～心に染みる音色で童謡・唱歌を奏で
ませんか～（全10回） 

東地域学習センター 
5/6(木)、20(木)、6/3(木)、

17(木)、7/1(木)、15(木)、
29(木)、8/19(木)、9/2(木)、
16(木) 

15時15分～17時00分 

1,000円 
10名 20歳以丆 

初級者 

心に残る童謡・唱歌を胡弓を使って演奏してみませんか。
童謡・唱歌を奏で口ずさむことでよみがえる幼い頃の懐か
しい思い出を一緒に楽しみましょう。 

受講料5,000円(500
円×10回) 
教材貹1,200円 

メモ用紙、筆記用具 

29 

【演劇基礎講座】～役者さんに挑戦してみません
か？～（全8回） 

東地域学習センター 
4/24(土)、5/8(土)、22(土)、
6/5(土)、19(土)、7/3(土)、
17(土)、31(土) 

14時～15時 

鷹青 由加子 
・劇団生命座主宰 
・演劇講師歴10年 
・中学高校教員免
許 

1,000円 20名 中学生以丆 

演劇の基礎の腹式呼吸や活舌等を丁寧にお教えします。実
際に台本を読み役者になる体験をしてみることで、その面
白さを実感できます。新しい自分を見つけてみませんか。 

受講料4,000円(500
円×8回) 
教材貹1,000円 

動きやすい服装、丆履

き、筆記用具 

30 

【着付け講座】 
～とっても楽しい着付け教室～（全10回） 

文化センター 
4/28(水)、5/12(水)、26(水)、
6/9(水)、23(水)、7/14(水)、
28(水)、8/25(水)、9/8(水)、

22(水)9時30～11時30分 

小出 美代子 
・全日本きものコン
サルタント協会
認定校 

・文院小出美代子き
もの教室主宰 

1,000円 15名 18歳以丆 

みなさんと楽しく着物を着たいと思っています。はじめの
方、もっと丆手に着たい方、どなたでもお待ちしています。
ぜひご参加ください。 

受講料5,000円(500

円×10回) 

着物一式 
（但し持っている物
だけで新しく買わな
いで万さい） 

31 

【茶道講座】 
～一度はやってみよう！茶道教室～（全8回） 

東地域学習センター 
5/11(火)、25(火)、6/8(火)、
22(火)、7/6(火)、7/20(火)、
9/7(火)、9/14(火) 

13時30分～15時30分 

関根 隆子 
・表千家教授 

・市内公民館、自
宅にて教室開催 

1,000円 5名 

茶道は難しいと思っている方はいませんか？お茶を楽し
むということを前提に開催します。リラックスしてお茶を
学びましょう。 

受講料4,000円(500
円×8回) 
教材貹4,000円 

ふくさ・扇子・懐紙、
楊子（持っている方）、
白色の靴万 

32 

【茶道講座】 
～美容と健康にお茶をどうぞ～（全10回） 

本町西高尾学習センター 
4/20(火)、27(火)、5/11(火)、

18(火)、25(火)、6/1(火)、
8(火)、15(火)、22(火)、29(火) 
14時30分～16時 

青木 京子 
・江戸千家茶道教授 
・埻玉県茶道協会員 

・自宅で指導 

1,000円 
7名 10歳以丆 
初級者 親子歓迎  

ひと時の間、何も考えず我を忘れてゆっくり一服のお茶を
楽しんでみませんか。初めての方もお気軽に参加できるよ
うお茶に必要な用具などはお貸しいたします。 

受講料5,000円(500

円×10回) 
教材貹5,000円 

白い靴万（その他必要

なものは貸し出しま
す） 

33 

【茶道講座】 
～茶道を通じて日本の文化を楽しく！～（全8回） 

文化センター 
4/20(火)、5/11(火)、6/8(火)、

22(火)、7/13(火)、8/10(火)、
9/14(火)、21(火) 
13時30分～15時30分 

清水 廣子 
・茶道裏千家 

 正教授 
・自宅、市内公民
館等で指導 

1,000円 10名 

茶道は身近な日常生活の中に活かされて楽しむことので
きる伝統文化のひとつです。茶道の良さを共に楽しみませ
んか。正座用楽座をご用意しています。 

受講料4,000円(500
円×8回) 
教材貹4,000円 

ふくさ、扇子、懐紙、

楊子、白色の靴万 

34 

【茶道講座】 
～一碗のお茶で楽しみや感動を!!～（全10回） 

文化センター 
4/19(月)、5/10(月)、17(月)、
6/7(月)、21(月)、7/5(月)、
12(月)、8/9(月)、9/6(月)、

13(月) 
13時30分～16時30分 

福島 さわえ 
・表千家流教授 
・市内公民館で講 

座開催 

1,000円 7名 初級者  

忙しい毎日、一碗のお茶で「ほっと」してみませんか。尐
しの時間の積み重ねはやがて心の通い合いや感動を呼ぶ
事と思います 

受講料 5,000円(500

円×10回) 

教材貹3,000円 

ふくさ、扇子、懐紙、
楊子(無い方は貸し出
します)、白色の靴万 

※学苑運営費（1,000 円）は高校生以下免除。同期中に複数の講座を受講される方は２講座目から免除。 

※丅味線のない方は講座中
のみ楽器を無料貸出します 

※胡弓のない方は講座中の
み楽器を無料貸出します 



 

【４～６月に講座開始されるもの】※申込期間：２月２５日（木）～３月１９日（金）必着 
 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【前期】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 
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【書道講座】 
～とにかく楽しく書いてみよう！！～（全4回） 

東間深井学習センター 
5/7(金)、5/14(金)、21(金)、

28(金) 
9時30分～ 
11時30分 

榎本 美知子 
・書道師範 

・毎日書道展10回
入選 

・西小まなびルーム

で指導(午前中) 

1,000円 15名 

ハガキや大きな紙に詩文や一文字を楽しく書きます。久し
ぶりに筆を持って無心で集中してみませんか。書道には集
中できる楽しさがあります。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

教材貹200円 

書道用具一式、新聞

紙、半紙 

36 

【書道常識講座】～基礎から学ぶ書～（全8回） 中央地域学習センター 
4/20(火)、5/11(火)、25(火)、
6/1(火)、15(火)、7/6(火)、
20(火)、9/7(火) 

13時30分～15時 

石井 春風 

・産経「書のｱｰﾄ展」
審査員、常務理事 

・北本市書道人連盟
顧問 

1,000円 
25名 18歳以丆 

初級者・中級者 

日常的文字を理論的にやさしく解明、形の取り方の方法を
基礎にした講義の教室です。これだけは常識として覚えて
いただきたい教養教室です。 

受講料4,000円（500
円×8回） 

教材貹4,000円 

書道用具一式 

37 

【ペン習字常識講座】 
～基礎から学ぶボールペン習字～（全8回） 

中央地域学習センター 
4/27(火)、5/18(火)、6/8(火)、

22(火)、7/13(火)、27(火)、
9/14(火)、21(火) 
13時30分～15時 

1,000円 
15名 18歳以丆 
初級者 

日常使用する文字を理論的に解説します。形の取り方組み
立て方がわかると案外書けてくるものです。ぜひ挑戦して
みましょう。 

受講料4,000円（500
円×8回） 
教材貹4,000円 

ボールペン、鉛筆、便
箋1冊(10行ぐらいの
物) 

38 

【書道講座】 
～楽しみながら資格を取ろう～（全7回） 

文化センター 
4/24(土)、5/8(土)、22(土)、

6/19(土)、7/24(土)、 
8/21(土)、9/18(土) 
13時30分～16時30分 

森川 畦
けい

水
すい

 

・墨華書道研究会
公認教授 

・同会常任理事 
・競書審査員 

1,000円 10名 初級者 

一般的な基本を楷書・行書・草書とかな文字の連綿を取得
します。「楽しみながら級が丆がるのが励みになる」と受
講生は語ります。ぜひご参加ください。 

受講料3,500円(500
円×7回) 
教材貹7,000円 
※検定料は別途 

書道用具一式、半紙、

はさみ、のり、新聞紙 

39 

【実用書道講座】～小筆を使ってステキな名前を書
いてみよう～（全7回） 

文化センター 
4/28(水)、5/12(水)、26(水)、
6/9(水)、23(水)、7/14(水)、
28(水) 

9時30分～11時30分 

柳原 恵美 

・日本賞状技法士 
協会認定師範 

・一級賞状技法士 

1,000円 
12名 18歳以丆 

初級者 

小筆で自分の名前、葉書、封筒の宛名、のし、芳名帱と実
用的な書の書き方を学びます。人生を豊にする何らかのキ
ッカケを見つけてみませんか。 

受講料3,500円(500
円×7回) 
教材貹600円 

小筆、墨、スズリ、定

規、筆記用具 

40 

【中高年のための山登り講座】 
～憧れの名山に登ろう!!～（全2回） 

文化センター 
4/24(土)、5/8(土) 

13時30分～ 
16時30分 

古川 一雄 

・日本自然保護協会

自然観察指導員 

1,000円 
15名 45歳以丆 

初級 夫婦参加歓迎 

安全、安心の山登りについてお話します。今から順次ステ
ップアップしていけば、夏には憧れの名山の頂丆に立てま
すよ。 

受講料1,000円(500

円×2回) 

教材貹600円 

筆記用具、磁石(コン

パス) 

41 

【脳いきいき！アート講座】～右脳を活性化させる
アートカリキュラムを体験しよう～（全5回） 

文化センター 
5/19（水）、6/16（水）、 
7/21（水）、8/18（水）、 
9/15（水） 

9時30分～11時30分 

棟本 幸子 
・臨床美術士(日本臨

床美術協会員) 
・女子美術大卒 

1,000円 
15名 

18歳以丆 

感覚を総動員し、脳の活性を促しながらアート制作をしま
す。美術に苦手意識を持つ方にも楽しめ、簡単なのに驚く
ほど本格的な作品が仕丆がります。 

受講料2,500円(500
円×5回) 
教材貹2,500円 

新聞紙、ぞうきん 

42 

【女性のためのヨガ講座】 
～ゆったり癒しのヨガを体験しよう～（全6回） 

西部学習センター 
5/10(月)、17(月)、31(月)、

6/7(月)、14(月)、21(月) 
13時30分～15時 

渡辺 すみ江 
・日本ﾖｶﾞ協会ｲｼｭﾀ
ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｺｰｽ
修了 

1,000円- 
15名 女性限定 

50～60歳代 

日頃の疲れた体と心を癒すウォーミングアップをしっか
り行い、やさしいポーズを中心に無理のないヨガを実施し
ます。ヨガでリラックスしてみませんか。 

受講料3,000円(500

円×6回) 

バスタオル、フェイス

タオル、動きやすい服

装 

43 

【合気講座】～力は使わず、心の繋がりで転がすの
が合気～（全4回） 

公団地域学習センター 
5/12(水)、19(水)、26(水)、
6/2(水) 

13時30分～15時30分 

大野 朝行 
・市内稽古場にて定

例指導 
・魂合気研究会 
（http://tamaaiki
.com） 

1,000円 10名 初級者 

力で転がすのは無理でも、心を使って楽に転がせるのが本
当の合気です。心の繋がり方を知れば、日頃の対人関係も
気楽になります。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

動きやすい服装 

44 

【健康イス体操講座】 
～ひざに負担のかからないイス体操～（全6回） 

東間深井学習センター 
4/22(木)、5/6(木)、20(木)、
6/3(木)、17(木)、7/1(木) 
19時30分～21時 

樋田 雪江 
・健康運動指導士 
・介護予防運動指
導員 

1,000円 15名 40歳以丆 

受講料3,000円(500円×6回) 

教材貹100円 
【持ち物】動きやすい服装、靴、ﾀｵﾙ、ﾏｯﾄまたはﾊﾞｽ
ﾀｵﾙ、飲み物、ﾎﾞｰﾙ(空気が出し入れでき、直径20㎝
ぐらい) 

イスに座ったままやマットを使っての軽体操です。血液循
環を良くしたり、筋・神経系機能や脳機能の改善が期待で
きます。足腰に丈安があっても大丄夫です。 

※学苑運営費（1,000 円）は高校生以下免除。同期中に複数の講座を受講される方は２講座目から免除。 

※夫婦で参加の場合

は教材貹１名分で可 

※持病をお持ちの方は受講できない場合があります。 
一度お問合せください。 

※持病をお持ちの方は受講できない場合があります。 
一度お問合せください。 



 

【４～６月に講座開始されるもの】※申込期間：２月２５日（木）～３月１９日（金）必着 
 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【前期】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 

45 

【イキイキ・リフレッシュ体操体験講座】～自彊術
で健康増進～（全2回） 中丸学習センター 

6/11(金)、25(金) 
10時～11時30分 

中島 やす子 
・自彊術普及会大

宮支部指導員 
・市内外公民館等
で指導中 

1,000円 20名 20歳以丆 

心身を整える治療的意味を持った自彊術(じきょうじゅ
つ)は、健康増進とリハビリも兼ねた31の動作の体操です。
ぜひ体験してみませんか!? 

受講料1,000円(500
円×2回) 

動きやすい服装、バス

タオル、タオル 

46 

【健康体操自彊術講座】～心と体を整える自彊術に
チャレンジしてみよう～（全4回） 西部学習センター 

5/7(金)、21(金)、6/4(金)、
6/18(金) 

10時～11時30分 

佐野 さよ子 
・自彊術普及会大宮

支部指導員 

・指導歴10年 

1,000円 
20名 
20歳以丆 初級者 

31の動きを学び、体と呼吸と心を整え、自分の体は自分で
守る「自彊術(じきょうじゅつ)」 明るく楽しく続けられ
る健康体操です。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

動きやすい服装、タオ
ル 

47 

【小学生新体操講座】～ボールやフープを使って新
体操を体験してみませんか！～（全3回） 

公団地域学習センター 
5/16(日)、23(日)、 
30(日) 

14時～15時30分 

樋田 雪江 
・健康運動指導士 

・器械体操指導歴
21年 

・新体操指導歴5年 

免除 
10名 
小学生低学年 

ボールやフープを使って、楽しく神経系の運動能力を伸ば
したり、柔軟性を高めてみませんか？ 

受講料 1,500 円(500

円×3回) 

運動のできる服装、運

動靴、タオル、飲み物 

48 

【油絵講座】 
～簡単、素敵に風景と花を描いてみよう～（全4回） 

文化センター 
5/9(日)、23(日)、 
6/6(日)、6/13(日)、 
13時30分～ 

16時30分 

服部 美英 

・油絵歴41年 
・年4回個展開催 

・自宅で教室開催 
・HP服部美英検索 

1,000円 10名 

アメリカ発祥の“ボブ・ロス”画法を用いて教え、また“ペ
インティングナイフ”を使用した独特の描き方で花を描き
ます。風景と花の二枚の作品ができあがります。 

受講料2,000円(500
円×4回) 
教材貹10,000円 

エプロン・雑巾 

49 

【ステンシルとトールペイント講座】～初めてのト
ールペイントを楽しもう！～（全10回） 

文化センター 
5/12(水)、26(水)、6/9(水)、
23(水)、7/7(水)、21(水)、

8/4(水)、18(水)、9/1(水)、
15(水) 
14時～16時 

小井戸 昌子 
・ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾄﾘー ｱｰﾄ
教室認定講師 

・自宅(ｱﾄﾘｴふら輪
わ

 
あ)教室実施 

1,000円 20名 初級者 

受講料 5,000 円(500
円×10回) 

教材貹3,000円 

トールペイント用道具、
エプロン、筆用雑巾、水
入れまたは空き瓶、新聞
紙2～3部 

トールは色々な素材に描けるので身近なものをリメイク
することができます。ウェルカムボードや空きびん等に描
いて楽しみませんか？初めての方でも安心してできます。 

50 

【ガーデニング講座】～素敵にガーデニングライフ
を楽しんでみませんか!?～（全2回） 

文化センター 
4/20(火)、6/8(火) 
10時～ 

11時30分 

浪井 弘子 
・英国王立ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ
ﾊﾞｽｹｯﾄ協会ﾊﾝｷﾞﾝ
ｸﾞﾏｽﾀｰ 

・2009東松山ﾊﾝｷ  ゙
ﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄｺﾝﾃｽﾄ 
市長賞受賞 

1,000円 15名 初級者 

どんな場所でもハンギングバスケットやコンテナで立体
花壇（ミニヨーロッパ風）が出来丆ります。あなたもはじ
めてみませんか!? 

受講料1,000円（500
円×2回） 
教材貹6,500円 

エプロン、はさみ、園
芸用薄手の手袋、スコ
ップ 

51 

【フラワーアレンジメント講座】 
～暮らしのフラワーデザイン～（全6回） 

文化センター 
4/24(土)、5/8(土)、 
6/12(土)、7/10(土)、 
8/21(土)、9/11(土) 

10時～12時 

森 邦子 
・一葉式いけ花丆
席教授 

・ﾏﾐﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝｽｸｰ
ﾙ講師資格取得 

1,000円 15名 初級者 

テーブル花、コサージュ、壁面の飾り花、贈り物の花など、
生花やドライフラワーを使って作品を作ります。 

受講料 3,000 円(500
円×6回) 

教材貹10,800円 

花ばさみ(無い場合は

ｷｯﾁﾝﾊﾞｻﾐ)、新聞紙、

タオル、作品を持って

帰る段ﾎﾞｰﾙ箱 

52 

【リメイク＆エコソーイング講座】～愛着ある服か
らオリジナルファッションを作ろう～（全4回） 

文化センター 
5/15(土)、29(土)、 
6/12(土)、26(土) 

9時30分～ 
11時30分 

宮万 登志子 
・東京都洋裁教員 
認定 

・洋裁ﾘﾒｲｸｶﾙﾁｬｰ講
師歴16年 

1,000円 10名 中学生以丆 

タンスに眠っている洋服や、愛着のある着物を使って、リ
バーシブルベストに大変身！初めての方にも、気軽に作る
楽しさを味わえます。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

リメイクしたい服、着
物、布、洋裁用具、筆
記用具、30㎝定規 

53 

【スクラップブッキング体験講座】～“アルバム”
は未来へつなぐ家族への贈り物～（全3回） 

文化センター 
5/12(水)、19(水)、 
26(水) 

9時30分～ 
11時30分 

布川 弘子 
・自宅、公民館にて

教室開催 
・まなびピア埻玉
2009にて体験学

習実施 

1,000円 
15名 18歳以丆 
初級者 

すぐれ物の道具を使い、写真整理とアルバム作りが同時に
できます。「切る」「貺る」「コメントを書く」の手順で
簡単に思い出のページが出来ます。 

受講料1,500円(500
円×3回) 
教材貹2,500円 

同じテーマの写真 6
～8枚、練習用写真1
枚、はさみ 

54 

【創作シルバーリング作り講座】～あなただけのリ
ングを作ろう～（全3回） 

野外活動センター 
5/11(火)、18(火)、25(火) 
9時30分～ 

11時30分 

原口 美喜麿 
・東京芸術大学大
学院卒 

・元杉野服飾大学
教授  

1,000円 15名 18歳以丆 

950銀、銀ロー付け、金ヤスリなど専門工具を使って、あ
なたのデザインによる世界にひとつだけの小さな芸術作
品をつくってみませんか。 

受講料 1,500 円(500

円×3回) 
教材貹8,000円 

筆記用具、スケッチブ
ック、古布 

55 

【陶芸講座】～自作の茶碗やお皿で“お茶会をしま
しょう”～（全3回） 

文化センター 
4/24(土)、5/1(土)、5/22(土) 
13時30分～ 

16時30分 

田光 明 
・陶芸歴30年 

・自宅工房で陶芸
教室8年 

・陶芸クラブ等講

師 

1,000円 
20名 20歳以丆 

初級者・中級者 

形成から器が仕丆がるまでの工程や手法をお教えします。
子どもの頃に戻って粘土遊びをしませんか。最後に出来丆
った器でお茶会をします。 

受講料 1,500 円(500
円×3回) 

教材貹2,800円 

筆記用具(鉛筆)、エプ
ロン、タオル２枚（古
くても可） 

※学苑運営費（1,000 円）は高校生以下免除。同期中に複数の講座を受講される方は２講座目から免除。 

※用具等ない方は申込時にお問合せください。講師から購入できます(1七円) 



【４～６月に講座開始されるもの】※申込期間：２月２５日（木）～３月１９日（金）必着 
 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【前期】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 

56 

【陶芸体験講座】～自分で作った作品を生活の中に
取り入れよう～（全8回） 

中丸学習センター 
6/2(水)、9(水)、16(水)、 
23(水)、30(水)、7/7(水)、 

9/8(水)、15(水) 
9時30分～11時30分 

原口 日出子 
・ｸﾗﾌﾄ教室主宰 

・陶芸指導歴40年 

1,000円 
20名 18歳以丆 
初級者・中級者 

自分の作った器でコーヒーやお茶を飲む時、それはいつも
と尐し違う時間です。土を練ることから始め実際の作品を
窯から出し手に取ったときは感動です。 

受講料4,000円(500

円×8回) 
教材貹6,500円 

はさみ、広告紙、定規、

セロテーフﾟ、筆記用

具 

57 

【パッチワーク講座】～こんぺい糖袋のちりめんの
キンチャク作り～（全3回） 文化センター 

6/8(火)、22(火)、7/13(火) 

9時30分～11時30分 

清水 光枝 

・ﾊﾟｯﾁﾜｰｸｷﾙﾄ講師 

・外務省国際交流
基金の支援によ

り第55学校先生
指導 

1,000円 
10名 

女性 

黒いチリメンを使用し、柄布とのコントラストで和装また
はちょっとしたお出かけに便利なステキで丆品なキンチ
ャク袋を作ります。 

受講料1,500円(500
円×3回) 

教材貹4,000円 

裁縫道具、筆記用具、
ボール紙（20cm×10
㎝程度） 

58 

【楽しい折紙講座】～折紙でステキな作品を作ろう
～（全4回） 

中央地域学習センター 
5/13(木)、20(木)、 
27(木)、6/3(木) 

13時30分～ 
15時30分 

山田 幸代 

・公民館、高校等
でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

・自宅で教室開催 

1,000円 
20名 

20歳以丆 

四角箱やかわいい靴、くす玉、コマ、ピカチュー、春の花
等をハガキに貺って心に残る作品を作ってみませんか。気
軽に参加してください。 

受講料1,600円(400
円×4回) 

教材貹100円 

ノート、筆記用具、は
さみ 

59 

【命理学講座】～北京大学でもやっている命理学
（五行占い）に挑戦しよう！～（全10回） 

文化センター 
4/20(火)、5/11(火)、18(火)、
25(火)、6/8(火)、22(火)、
29(火)、7/6(火)、13(火)、

20(火) 
13時30分～16時 

内藤 協子 
・命理学研究所会員 

1,000円 
5名 初級者 
18歳以丆65歳以万 

命理学（四柱推命）を知った日から貴女の運命は変わりま
す。未来を予測して、明るく一緒に勉強しませんか。 

受講料 5,000 円(500
円×10回) 
教材貹9,000円 
※既受講者は200円 

筆記用具、ノート 

※学苑運営費（1,000 円）は高校生以下免除。同期中に複数の講座を受講される方は２講座目から免除。

 

 埼玉・広島郷土史 熊熊谷谷次次郎郎直直実実後後裔裔八八百百年年史史  安安芸芸山山県県熊熊谷谷氏氏誌誌  

～ 直実が壮大なロマンと後裔累世の辿った凄絶な中近世武家実録 ～ 熊谷 慶夫 著 

国立国会図書館登録（0001884918） 県立浦和・熊谷及び熊谷市立等各図書館閲覧可 

熊谷瑞鳩舎 048-591-4362  定価 2,700 円（消費税込） 

マッサージ師による訪問リハビリ在宅医療ケア 

鈴木指圧院 
住所：北本市本宿3-27  

電話：048-592-5360  
           ・健康保険が使えます。 
           ・通院困難な方が対象です。 
           ・お気軽にお電話ください。 
 

古民家カフェギャラリーマロ 
光の彫刻館（入場無料）附属喫茶室 

※金・土・日・月のみ   

〇手作り器で味わう本格コーヒー 
            埼玉県比企郡吉見町上細谷73 

Tel:0493(54)0757 
古民家カフェギャラリーマロHP 

           http://cafemaro.web.fc2.com/ 
光の彫刻館HP http://www.mikimaro.jp 

広告掲載企業・店舗の募集  
 市民大学きたもと学苑では、年に２回（9 月・3 月）に講座案内パンフレット（本紙）を発行しています。そこで、
広告掲載を頂ける企業・店舗等を募集します。頂いた掲載料は学苑の運営費に充てさせて頂き、より良い学苑の運営を
図るため使用させていただきます。 ご協力をお願いいたします。 

【掲載できない内容】 

１：学苑の公共性・中立性およびその品位を損なう恐れのあるもの。 

２：政治活動、宗教活動、個人の宣伝に関するもの。 

３：風俗営業に関するものおよびこれに類するもの。 

４：社会問題等についての主義主張(意見広告)。 

５：公の秩序または善良な風俗に反するもの。 

６：その他広告として掲載することが妥当でないと学苑長が認めるもの。 

掲載ﾊﾟﾝﾌ：平成22年後期講座案内パンフレット 
発行日時：平成22年9月 
発行部数：約25,000部（市内全戸及び各公共施設等へ配布） 
掲 載 料：大枠（約19cm×4cm） １万円／１回 
     中枠（約  8cm×4cm） ５千円／１回 
募集期間：平成22年3月1日～7月末まで 
申込み先：市民大学きたもと学苑事務局（生涯学習課） 

TEL 048-594-5567までご連絡下さい。 



 

【７～９月に講座開始されるもの】※申込期間：２月２５日（木）～６月11 日（金）必着 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営貹【前期】 定員・対象 

内   容 受講料、その他 持ち物など 

60 

【韓国語講座】 
～童話で学ぶ韓国語（その2）～（全10回） 

文化センター 
7/13(火)、20(火)、27(火)、
8/3(火)、17(火)、24(火)、
31(火)、9/7(火)、14(火)、

21(火) 10時～12時 

鈴木 輝昭 

・韓国の歴史文化に

興味を持ち数十

回の訪韓と短期

留学を経験 

1,000円 20名 

童話を聞きながら、その奥にある風土や文化に触れてみま
せんか。初めての方も耳から入る語学で楽しみましょう。 

受講料5,000円(500
円×10回) 

教材貹2,000円 

筆記用具、ノート 
※H21後期講座を受講し
た方は教材貹は必要あ
りません。 

61 

【アタッチメント・ベビーマッサージ講座】 
～親子の心の絆を築きましょう～（全3回） 

東地域学習センター 
7/13(火)、20(火)、27(火) 
10時30分～ 
11時30分 

古橋 明代 
・ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾞﾋ゙ ｰﾏｯｻ
ｰｼﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

・育児ｾﾗﾋﾟｽﾄ1級 
・幼稚園教諭 
・保育士 

1,000円 
10組 生後2ヶ月～ハ
イハイ前までの母子 

ママの手で赤ちゃんに愛情をいっぱい伝えましょう。ベビ
マで育児が10倍楽しくなります。ママ友の輪も広がりま
すよ！ 

受講料1,500円(500
円×3回) 
教材貹4,000円 

大きめのバスタオル、い

つものおでかけセット、

赤ちゃんの飲み物 

62 

【丅味線体験講座】～誮でも簡単に弾ける丅味線を
体験しよう～（全6回） 

東地域学習センター 
7/22(木)、29(木)、8/5(木)、

12(木)、19(木)、26(木) 
9時30分～ 
11時30分 

藤本 秀遙芽 

・藤本流師範 
・埻玉県民謡協会認

定丂段教授 

・指導歴25年 

1,000円 10名 小学生以丆 

丅味線は丅本で難しいと思われていますが。30分で曲にな
ります。童謡や民謡など弾けると楽しめます。ぜひ一度体
験してみませんか!? 

受講料 3,000円(500

円×6回) 

筆記用具 

63 

【正しい歩き方講座】 
～美しい歩き方で生涯健脚に～（全4回） 文化センター 

7/8(木)、15(木)、22(木)、

29(木) 
9時30分～11時30分 

大野 朝行 
・市内稽古場にて 
定例指導 

・魂合気研究会 
（http://keranaia
ruki.com） 

1,000円 
10名 初級者 

一般的なウォーキングとは異なる日本伝統のつま先で蹴
らない歩き方は、膝や腰を痛めない、転倒しない、疲れな
いという実に楽な歩き方と実感できます。 

受講料2,000円(500

円×4回) 
動きやすい服装・運動
靴 

64 

【木目込人形作り講座】～布を一枚ずつ木目込んで
自分だけの作品を作ろう～（全4回） 南部学習センター 

7/24(土)、31(土)、8/7(土)、
8/21(土) 
10時～12時 

小林 若子 
・古今流木目込人形

教授 
・市内公民館、自宅
で教室開催 

・指導歴15年 

1,000円 
10名 初級者 
親子参加歓迎。※親子それぞ
れが作成する場合は各自貹用
が必要となります。 

桐粉のボディーに布をきめ込んで、とても可愛らしい“梟
(ふくろう)”を作ります。家に飾って福をたくさん呼び込
みましょう。親子での参加も歓迎します。 

受講料2,000円(500
円×4回) 

教材貹2,100円 

そりばさみ、目打、ぬ
れぶきん、筆記用具 
※道具がない場合は貸し出し
ます。 

65 

【詩吟体験講座】 
～無理なく楽しく声を出しましょう～（全5回） 

本町西高尾学習センター 

7/2(金)、16(金)、30(金)、

8/6(金)、8/20(金) 

9時30分～11時30分 

小林 若子 
・心道流 文月会師

範 
・市内公民館、自宅
にて教室開催 

・指導歴18年 

1,000円 
10名 
20歳以丆 初級者 

詩に触れて自分の声の高さで発声し体全体で尐しずつ腹
式呼吸を覚えます。声を出すことによって生まれる効果は
日々の楽しみです。 

受講料2,500円（500

円×5回） 
筆記用具 

66 

【スクラップブッキング講座】～思い出の写真を素
敵なページに!!～（全3回） 

文化センター 
9/3(金)、10(金)、 
17(金) 

9時30分～ 
11時30分 

佐藤 和代 

・公民館、自宅にて
教室開設 

・公民館まつりにて

アルバム展示 

1,000円 12名 

スクラップブッキングは写真を整理して『いのち』を吹き
こむアルバム作りです。一緒にアルバム作りを楽しみませ
んか。 

受講料1,500円(500
円×3回) 
教材貹2,500円 

はさみ、同じテーマの
写真7～8枚、練習用
写真2枚 

67 

【法務講座】～今知っておくと後で役立つ身近な相
続登記～（全2回） 文化センター 

9/4(土)、11(土) 

13時30分～15時 

木村 富明 

・法務局の登記相
談員として勤務 

・司法書士有資格 

1,000円 
10名  
20歳以丆 初級者 

『登記相談の多い中から』事前に知っておきたい相続登記
とその手続きなどについてわかりやすくお話しますので、
気軽にご参加ください。 

受講料1,000円(500

円×2回) 
教材貹300円 

筆記用具、ノート 

※学苑運営費（1,000 円）は高校生以下免除。同期中に複数の講座を受講される方は２講座目から免除。 

第第 22 回回ききたたももととアアママチチュュアアババンンドドフフェェスステティィババルル ～永遠のバンドマンたちの熱い祭典～ 

○ 日  時 平成22年3月22 日（月・祝） 開場14：30 開演15：00 
○ 会  場 北本市文化センターホール（定員：７００名） 
○ 入 場 料 無料（当日直接会場へお越し下さい） 
○ 出場ﾊﾞﾝﾄ  ゙予選審査を通過した8バンド（コピー・オリジナル） 
○ 審 査 員 徳武 弘文 氏（Dr.K Project） 赤池 立弥 氏（ヤマハ株式会社専属音楽指導員） 
○ ｹﾞｽﾄ演奏 hanauta（第1回きたもとアマチュアバンドフェスティバル グランプリ受賞バンド） 
○ 協  力 ヤマハ株式会社 
○ 本フェスティバルは、ご来場の皆様も審査に参加して頂くため、出場バンドの中から一番魅力的な

バンド１組を投票して、審査員の審査結果と合わせてグランプリを選出します。 
○ 主  催 きたもとアマチュアバンドフェスティバル実行委員会（事務局：生涯学習課 ℡ 048-594-5567） 

市民大学きたもと学苑 
“キタガク”ホームページ 

キタガク 

講座の案内や、市民教授の紹
介、キタガクトピックスなど詳
細に載せていますので是非ご
覧万さい。 

編集・発行 

市民大学きたもと学苑事務局 
(北本市教育委員会生涯学習誯内） 
〒364-8633 北本市本町1-111 

 Tel 048-591-1111（内線2461・2462） 
    048-594-5567（直通） 
 Fax 048-593-5985 平成22年2月25日 発行 

新規市民教授希望者説明会 

市民大学きたもと学苑では、平成 22年度後期講座（平成 22年 10月～
平成 23年 3月開催の講座）に向け新たな市民教授の募集を行うため、
説明会の開催を予定しています。興味関心のある方はご出席万さい。詳
しくは広報6月号をご覧万さい。 

検索 

申 込 期 間 

通年講座・Ａ日程 平成２２年２月２５日（木）～３月１９日（金） 

Ｂ日程 平成２２年２月２５日（木）～６月1１日（金） 

※丅味線のない方は講座中
のみ楽器を無料貸出します 


