
【開催】上智大学公開講座 

第一線でご活躍している大学教授の講義を受講してみませんか。 

【日程】  9/29（土）「わたしのテルマエ・ロマエ論」 
      10/13（土）「なぜ分数の足し算は掛け算よりも難しいのか」 
      10/20（土）「覚えること、忘れること -記憶という心の不思議-」 
     10/28（日）「オリンパス事件を考える -粉飾決算の代償-」 

【場所・時間】◆文化センター第１・２会議室 ◆午後２時から 
【費用・申込み】◆無料 ◆生涯学習課へ電話（℡ 048-594-5567）等で申込み 

 
【１～３月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～１２月７日（金）必着  

※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

86 

【韓国語講座】 
～韓国に友だちを作ろう!!（全10回）～ 

文化センター中央公民館 

1/9、16、23、30、2/13、20、

27、3/6、13、20 

水曜日 

9時30分～11時30分 

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 10名 初級者 

旅行の場面ごとに、よく使う短いフレーズを覚え、併せて基本的な

文法を学習します。歴史や文化にも触れて旅を何倍も楽しめるよう

になります。 

受講料 \5,000 

（\500×10回） 
教材費 \100 

筆記用具 

87 

【山登り講座】 ～憧れの名山に登ろう!!中高年の
ための山登り講座～（全2回） 

文化センター中央公民館 

2/9、16 土曜日 

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 

・山の会を主宰 

￥1,000 
15名 45歳以上 
初級者 

山の基礎知識と安全・安心登山のための装備や技術について、実物

と実技を交えてお話しします。今から準備していけば夏には憧れの

名山に登れますよ。 

受講料 \ 1,000 
（\500×2回） 
教材費 \600 

筆記用具、磁石（方位

計）、20～30㎝定規 

88 

【スポーツ吹矢講座】～スポーツ吹矢腹式呼吸法で
健康増進と仲間作り～（全5回） 公団地域学習センター 

1/7、14、21、2/4、18 

月曜日 

13時30分～15時 

林 恒男 

・（社）日本スポーツ吹

矢協会上級公認指導

員 

・市内公民館で講師暦 

8年 

￥1,000 
10名 20歳以上 

初級者 

腹式呼吸を中心とした「吹矢式呼吸法」の練習でストレスを解消し、

実技を通してスポーツ吹矢の健康的効果を実感します。親子で楽し

めます。 

受講料\ 2,500 
（\500×5回） 

筆記用具 

89 
○新 

【やさしい合気講座】 
～心と体のバランス～（全4回） 

東地域学習センター 

2/1、8、15、22 

金曜日 

9時30分～11時30分 

高橋 清 

・魂合気研究所道場で

指導 

￥1,000 10名 

ちょっとだけ体の使い方を変え、気の流れを整えることで、力に頼

ることなく護身の技が使え、介護、また良好な対人関係に活かすこ

ともできます。 

受講料 \ 2,000 
（\500×4回） 

動きやすい服装、タオ

ル、飲み物 

90 

【足もみ健康講座】 
～足もみマッサージで健康チェック！～（全4回） 

文化センター中央公民館 

1/12、2/9、16、23 土曜日 

14時～15時40分 

小野 祐希 

・足もみ教室開催 

・自宅サロン主宰 

￥1,000 15名 初級者 

足もみは、第２の心臓、第２の脳とも!!運動することが苦手な方、

いつでも誰でも短時間でできる健康法。自分の身体の健康ＣＨＥＣ

Ｋ！！ 

受講料 \ 2,000 
（\500×4回） 
教材費 \200 

足もみ棒、ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ、

ﾌｪｲｽﾀｵﾙ１枚、飲み物

（白湯） 

91 

【足もみ健康講座】 
～ホームセラピストを目指して学ぼう～（全3回） 文化センター中央公民館 

3/9、16、30  土曜日 

14時～16時 

小野 祐希 

・足もみ教室開催 

・自宅サロン主宰 

￥1,000 
15 名 過去に足もみ

講座を受講した方 

あなたもホームセラピストを目指して学習しましょう！もう少し

深く台湾式足もみ健康法について学び、健康で充実した日々を送り

ましょう。   

受講料 \ 1,500 
（\500×3回） 

足もみ棒、筆記用具、

ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ１

枚、飲み物（白湯） 

92 

【子どものわくわく！アート講座】 
～アートを楽しみ感性を豊かに～（全3回） 

文化センター中央公民館 

1/19、2/16、3/16 土曜日 

10時～ 

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 

免除 8名 小学生 

「甘いってどんな色？」「うれしいってどんな線？」五感で感じ表

現するアートプログラムを体験しましょう。個性豊かな作品が仕上

がり、自信にもつながります。 

受講料 \ 1,500 
（\500×3回） 
教材費 \1,500 

なし 

 
 

   

注 意 事項  

※ 往復はがきを直接キタガク事務局までお持ちいただく場合は返信用はがきのみ切手を貼ってください。 
※ 定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。 
※ 申込み後のキャンセルは他の受講生の迷惑になる場合がありますので、申込み時に日程のご確認をよく行ってください。 
※ 受講料等は一括前納です。自己都合による欠席、退学等による受講料等の返金は一切お受けいたしませんので予めご了承ください。 

申込み先及び受講料の納入場所 

市民大学きたもと学苑事務局 [北本市教育委員会 生涯学習課内（市役所第４庁舎２階）] 

〒364-8633 北本市本町1-111 048-594-5567（直通） 

☆ 受講までの流れ ☆ 

◆ 指定の往復はがきで申込み（郵送・直接） 

◆ キタガクＨＰから申込み 

 

申 込 期間  

Ａ日程 8月27日(月)～  9月14日(金) ※土・日・祝日除く 
Ｂ日程 8月27日(月)～12月   7日(金) ※土・日・祝日除く 

受講の可否についてご連絡 

受講料の納入 
納 入 期間  

Ａ日程   9月24日(月)～10月 5日(金) ※土・日・祝日除く 

Ｂ日程 12月14日(金)～12月20日(木) ※土・日・祝日除く 

申込み終了後、１週間程度で返信はがき又はメールを送付します 

受講 忘れ物のないよう直接会場にお越しください 

※足もみ棒が無い方は当日\500で講師より購入できます。 

※夫婦参加の場合は教材費は1名分で可   

№78 男の料理講座 №16 多肉植物講座 №18 歌声ひろば講座 

背景写真：高尾宮岡の景観地のクヌギ林 

第第５５回回きたもとアマチュアバンドフェスティバル 

～永遠のバンドマンたちの熱い祭典～ 

◆ 日   時 平成25年2月23日（土） 開場13：00 開演13：30 
◆ 会   場 北本市文化センターホール（定員：７００名） 
◆ 応募条件 全員がアマチュアであること。市内外・演奏曲、演奏ジャンルは問いません。 
◆ 応募方法等 詳しくは開催要項をご確認ください。開催要項は事務局または北本市ホーム

ページにて取得できます。 
◆ 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） 

出出場場ババンンドド  

募募集集 

平成24年8月27日発行（次号発行は広報3月号と同時配布の予定です） 

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 25 年度前期講座（平

成25年4月～9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。詳し

くは広報12月号をご覧下さい。 

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課内） 
〒364-8633 北本市本町1-111 

    Tel 048-594-5567（直通） 
    Fax 048-593-5985 

市民大学きたもと学苑 
“キタガク”ホームページ 

キタガク 

講座の案内や申込み、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
是非ご覧下さい。 

検 索 



 

【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

◆◆  工工  芸芸  ・・  手手  芸芸  ・・  園園  芸芸  ◆◆  

1 

【陶芸講座】～自作の茶碗やお皿を使い“お茶会をし
ましょう”～（全3回） 

文化センター中央公民館 

10/14、11/4、12/2 

日曜日 

13時30分～ 

16時30分 

田光 明 

・陶芸歴35年 

・自宅工房で陶芸教室

10年 

・陶芸クラブ、子供陶

芸教室講師 

￥1,000 
20名 18歳以上 
初級者 中級者 

形成から器が仕上がるまでの工程や手法を教えます。子どもの頃に

戻って粘土遊びをしましょう。今回は湯のみと皿を作り最後にお茶

会をしましょう。 

受講料 \ 1,500 
（\500×3回） 
教材費 \3,000 

エプロン、古いタオ
ル２本、筆記用具(鉛
筆) 

2 

【陶芸講座】～夢中になることありますか？ぜひ陶器
作りを体験してみよう（全8回） 中丸学習センター 

10/17、24、10/31、11/7、14、

21、28、12/5 水曜日 

9時30分～11時30分 

原口 日出子 

・陶芸指導歴40年 

・クラフト教室主宰 

￥1,000 
16名 15歳以上 
初級者 中級者 

陶芸の作品作りに、器用不器用は関係ありません。ゆがみも荒れも

1230℃の窯の中で魔法にかかり、毎回使うたびに心が満たされる作

品が出来上がります。 

受講料 \ 4,000 
（\500×8回） 
教材費 \6,500 

はさみ、セロテープ、

筆記用具、広告紙 

3 

【陶芸講座】～月２陶芸！忙しいあなたも月に2回は
リフレッシュ～（全8回） 

文化センター中央公民館 

10/19、11/2、16、12/7、21、

1/11、25、2/8 金曜日 

13時30分～ 

16時 

仲 恵理子 

・陶芸講師歴18年 

・越生町にて窯・陶芸

教室運営 

￥1,000 
20名 18歳以上 
初級者 中級者  

今回の月２陶芸は基本編と応用編の２本立てです。初めての方も自

由に作りたい方も楽しんでください。希望者には土鍋、グラタン皿

作りもできます。 

受講料 \ 4,000 
（\500×8回） 
教材費 \8,000 

エプロン、筆記用具 

4 

【陶芸講座】～新そばを楽しむ器作り 自作の器で味
わいましょう～（全4回） 

文化センター中央公民館 

10/19、11/2、16 金曜日 

本町西高尾学習センター 

12/7 金曜日 

全て9時30分～12時 

仲 恵理子 

・陶芸講師歴 18年 

・越生町にて窯・陶芸

教室運営 

￥1,000 
20名 18歳以上 
初級者 中級者  

そばを味わうための器、一揃いを６種２組ずつ作ります。そば猪口、

そば徳利等々…。最終日には焼き上がった器で手打ちの新そばを皆

で頂きましょう。 

受講料 \ 2,000 
（\500×4回） 

教材費 \5,000 

エプロン、筆記用具 

5 

【銅板クラフト講座】 
～彫金技術で銅カップを作ろう!!～（全4回） 野外活動センター 

11/6、13、20、27 

火曜日 

14時～16時 

原口 美喜麿 

・東京芸術大学大学院

卒 

・元杉野服飾大学教授 

・造形作家 

￥1,000 
12名 18歳以上 
初級者 中級者 

火をかけて柔らかくした銅板を筒状に丸め本体を造り底板、取っ手、

注ぎ口をつけて完成させます。表面に自分の好きな図柄模様をつけ

て自分だけのオリジナル銅カップを作ろう。 

受講料 \ 2,000 
（\500×4回） 

教材費 \8,500 

ノート、筆記用具、
ボロ布、作業用エプ

ロン 

6 

【工作講座】 
～身近な材料で楽しく工作～（全4回） 文化センター中央公民館 

12/15、1/19、2/16、3/16 

土曜日 

14時～16時 

大山 由規 
・中央公民館主催夏休
み創作講座講師 

・県内で工作講座実施 

￥1,000 
20名 小学生以上 
※小学生未満は保護者同伴で
参加ができます。 

受講料\ 2,000（\500×4回） 教材費 \700 

【持ち物】色鉛筆、カラーペン、スティックのり、
はさみ、はさみ(布きり用)、木工用ボンド、両面
テープ(1.5cm幅)、セロテープ、油性ペン、定規、
ボールペン 

家庭にある物や手軽に手に入る材料で季節に合う工作を月に1回作

ります。小学生から大人の方までそれぞれ自由に楽しく創作しませ

んか。１回目の12月はクリスマスリースを作ります。 

7 
○新 

【はじめてのステンドグラス作り講座】 
～あんどん型ランプを作ろう～（全5回） 

野外活動センター 

10/19、26、11/2、9、16 

金曜日 

13時30分～ 

16時 

阿久井 美代子 

・日本ステンドグラス

普及協会高等科卒業 

・他市ガラス工房講師 

・都内工房で製作活動 

￥1,000 
6名 18歳以上 
初級者 

板ガラスをカット、研磨し、テープを巻き、はんだ付けで組み立て

てランプを作ります。ガラスを透過する光の美しさを楽しんでみて

ください。 

受講料\ 2,500（\500×5回）教材費\7,000 
【持ち物】エプロン（胸まで）、作業用手袋、古

布、油性ペン（黒・細字）、マスク、ガラスくず

を入れる箱、新聞紙 

8 
○新 

【スクラップブッキング体験講座】～美しいペーパー

を使って大切な写真の整理をしましょう～（全3回） 文化センター中央公民館 

12/5、12、19 

水曜日 

9時30分～11時30分 

能戸 篤子 
・クリエイティブメモ
リーズ公認アルバ
ムアドバイザー 

・自宅等にて教室開催 

￥1,000 10名 初級者 

机の引出し、デジカメの中に眠っている写真の整理を始めません
か？「開くたびに幸せな気持ちになれる」そんなアルバム作りのお
手伝いをします。 

受講料 \ 1,500 
（\500×3回） 
教材費 \2,500 

同じテーマの写真6
～8枚、練習用写真1
～2枚、はさみ 

9 
○新 

【ワンちゃんのお洋服手作り講座（小型犬編）】 
～ワンちゃんに世界で１枚のお洋服を作りましょう～（全5回） 

文化センター中央公民館 

10/19、11/2、16、30、 

12/14 金曜日 

13時30分～ 

16時 

能戸 篤子 

・ペットショップで作

品販売12年 

・ドッグカフェ、自宅

で教室開催 

￥1,000 
10名 初級者 
※製作する服は小型犬 

冬に向かい、手編みのフード付のお洋服を作ります。サイズの測り

方から編み目の作り方、仕上げまでを実習します。大好きなワンち

ゃんにステキなプレゼントを！ 

受講料 \ 2,500 
（\500×5回） 
教材費 \2,800 

筆記用具、メジャー、
30cm定規 

10 

【編み物講座】～ベストを作りオシャレなお出掛け着
にしよう～（全4回） 文化センター中央公民館 

10/18、11/1、15、29 

木曜日 

9時～12時 

大原 達子 

・日本編物文化協会特

別会員 

・編物指導者協会特別

会員 

￥1,000 15名 20歳以上 

好みの色を選び、一人一人のペースに合わせて丁寧に基礎から始め

る編み物講座です。友達作りのためにも参加してみませんか。初め

ての方も安心してご参加下さい。 

受講料 \ 2,000 
（\500×4回） 
教材費 \4,000 

棒針6～8号(2本棒)、鈎
針5号、ぬき糸、並太以
上の太い毛糸1/4かせ 
筆記用具、メジャー、手
芸用はさみ 

11 

【染織講座】～染める・紡ぐ・織るでステキなマフラ
ーを！～（全6回） 

東地域学習センター 

10/18、25、11/22、29、 

12/6、13  木曜日 

13時30分～16時30分 

保科 敏夫 

・市内公民館で体験 

コーナー実施 

￥1,000 
6名 20歳以上 
初級者 

羊の毛を使い、染めて、紡いで、織っての作業で自分オリジナルの

マフラー（２本）を織ります。草木の澄んだ色、多彩な色の変化を

楽しめます。 

受講料 \ 3,000 
（\500×6回） 
教材費 \1,000 

エプロン、筆記用具 

 

【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

78 

【男の料理講座】～50歳以上男性限定！男の台所塾 
“基本の料理”～（全3回） 

中丸学習センター 

10/29、11/5、19 

月曜日 

13時30分～ 

16時 

斉藤 幸展 

・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 
20名 

50歳以上の男性 

男が料理に関心を持つことは、人生をさらに豊かにします。興味関

心のある方は一緒に作ってみませんか？包丁の使い方、調味料の使
い分け、盛り付けの基本などを学習します。 

受講料 \ 1,500 
（\500×3回） 
教材費 \2,400 

エプロン、ハンカチ、

タオル２枚(食器拭・
台布巾)、筆記用具 

79 

【料理入門講座】 
～得意料理を覚えて、大切な人を喜ばそう～（全3回） 中丸学習センター 

11/3、12/1、15 土曜日 

9時～12時 

斉藤 幸展 

・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 
20名 概ね45歳以下

の男女 

料理ができると、日々の生活がさらに充実します。超初歩的な、包

丁の使い方から盛り付けの基本まで学習します。覚えた料理を大切
な人に味わってもらう喜びは格別です！ 

受講料\ 1,500 
（\500×3回） 
教材費 \2,400 

エプロン、ハンカチ、

タオル２枚(食器拭・

台布巾)、筆記用具 

◆◆  保保  育育  ◆◆ 

80 

【アタッチメントベビーマッサージ講座】 
～「心を育てる子育て」を応援します～（全2回） 

東地域学習センター 

10/23、30 火曜日 

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
上級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

・第１回育児ｾﾗﾋﾟｽﾄ全
国大会2010優秀実践
者賞受賞 

￥1,000 
親子10組 
生後2ヶ月～ハイハイ前

までの赤ちゃんとママ 
ベビーマッサージはママと赤ちゃんのこころをつなぐ魔法！育児

が10倍楽しくなります。いいこといっぱいのベビーマッサージ。

ママ友の輪も広がりますよ！ 

受講料 \ 1,000 
（\500×2回） 
教材費 \4,000 

バスタオル、赤ちゃん

の飲み物、おむつ 

 

【１～３月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～１２月７日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

81 

【ビーズアクセサリー講座】 
～天然石のブレスレットを作ろう～（全3回） 

南部学習センター 

1/15、22、29  火曜日 

9時30分～11時30分 

丸山 寿子 
・財）日本余暇文化振
興会認定「ビーズス
キル」 

￥1,000 
15名 18歳以上 

初級者・中級者 

ビーズの編み方の基本をマスターして、あなたの人生を楽しみませ

んか。編むことで脳に刺激を与え、老化防止にも役立ちます。 

ステキな指輪も作ります。 

受講料 \1,500 

（\500×3回） 
教材費 \2,800 

はさみ、定規、目打ち、

筆記用具、菓子箱（30

×20×4ｃｍ入れ物） 

82 

【パッチワーク講座】～マカロンのコインケースと
化粧ポーチを作ろう～（全3回） 

文化センター中央公民館 

2/12、26、3/12 

火曜日 

10時～12時 

清水 光枝 
・(財)日本手芸普及協
会講師 

・北本市文化センター、
南魚沼市にて個展開
催予定 

￥1,000 15名 中級者 

直径４ｃｍの丸いマカロンを作ります。コインケースや薬いれにな

ります。ポーチは６角形のものをつなぎ合わせ化粧ポーチや小物入

れを作ります。 

受講料 \1,500 

（\500×3回） 
教材費 \2,000 

裁縫道具 

83 

【スクラップブッキング講座】 
～みんなが“笑顔”になるアルバム作り～（全3回） 

文化センター中央公民館 

1/31、2/7、14 

木曜日 

9時30分～ 

11時30分 

布川 弘子 

・クリエイティブメモ

リーズ公認アルバム

アドバイザー 

・自宅、公民館にて教

室開催 

￥1,000 10名 

アルバムは作る人、見る人を笑顔にする大切な“宝物” お気に入

りの写真でアルバムページ、すてきなカード、オリジナルマグカッ

プを一緒に作りましょう。 

受講料 \1,500 

（\500×3回） 
教材費 \2,500 

同じテーマの写真6～

8枚、練習用写真1枚、

はさみ 

84 

【初心者フォークギター＆ウクレレ講座】 
～やさしいコードで「弾き語り」があなたにもできます～（全10回） 中央地域学習センター 

1/18、25、2/1、8、15、22、

3/1、8、15、22 

金曜日 18時～20時 

奥田 健一 

・Pete  Paul ＆ Mary 

Fan Club創設者 

・PP＆M Copy Band「Part 

Per Million」で活動 

￥1,000 20名 初級者 

やさしいコードでフォークギターとウクレレの弾き語り。はじめて

の方、再挑戦の方。ギターは無理だけどウクレレなら！とお考えの

方。楽しく練習しましょう。 

受講料 \5,000 

（\500×10回） 
教材費 \1,000 

楽器、筆記用具 

85 

【パソコン講座】 
～超初心者のためのやさしいパソコン教室～（全4回） 

文化センター中央公民館 

1/9、16 水曜日 

9時～12時 13時～16時 

昼休み1時間 昼食は各自 

早川 澄雄 

・パソコン歴16年 
￥1,000 

18名 

中高年 初級者 

パソコンができると毎日が楽しくなります。インターネットとメー

ルに特化した超基本のパソコン講座です。 

受講料 \2,000 

（\500×4回） 
教材費 \500 

筆記用具 B5ノート
1冊 

 

過去の受講者またはビーズ作成の基本キットを持っている方は教材
費が1,800円です。申込書の備考欄に「教材有」と明記してください。 
 



 

【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

67 

【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 

10/23、11/6、20、12/4、1/15、

2/5、19、3/12 

火曜日 

13時30分～15時 

石井 春風 

・産経新聞社「書のア

ート協会」副理事長 

・北本書道人連盟顧問 

￥1,000 
20 名 初級者 

18歳以上 

毎日使用する文字を理論的に解明、形のとり方を主とした講座で

す。ペン習字の基本から学びますので始めての方も気軽に参加いた

だけます。 

受講料 \4,000 
（\500円×8回） 
教材費 \4,000 

10行位の便箋 1冊、

ボールペンか筆ペン 

68 

【茶道講座】 
～一度はやってみよう！茶道教室～（全10回） 

文化センター中央公民館 

10/16、30、11/13、27、 

12/11、1/22、2/12、26、 

3/12、26  火曜日 

19時～21時 

関根 隆子 

・表千家教授 

・市内公民館、自宅等

で指導 

￥1,000 
5名 

初級者 中級者 

生活の中に茶の湯の心を活かし充実した毎日を過ごしてみません

か。美味しいお茶の点て方、所作の基本など気軽に楽しむことがで

きます。 

受講料 \5,000 
（\500×10回） 
教材費 \5,000 

ふくさ、扇子、懐紙、

楊子（持っている方）、

白色の靴下 

69 

【茶道講座】～穏やかなひと時を過ごすために一服
いかがですか～（全10回） 

文化センター中央公民館 

10/29、11/12、12/17、24、 

1/7、14、2/11、18、 

3/11、18  月曜日 

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 
6名 女性 

初級者 中級者 

日常の多忙な中の一時、お茶を楽しんでみませんか。季節のお花や

お菓子で心和む事がこんなに近くにあったことは意外な感動です。

ご一緒に始めてみませんか。 

受講料 \5,000 

(\500×10回） 
教材費 \3,000 

ふくさ、懐紙、 

楊子、 

白色の靴下 

70 

【茶道講座】～茶道を通じて日本の文化を楽しみま
しょう！～（全10回） 

文化センター中央公民館 

10/30、11/6、27、12/11、 

1/29、2/5、19、26、 

3/5、12  火曜日 

13時30分～16時30分 

清水 廣子 

・茶道裏千家 正教授 

・自宅、公民館等で指 

 導 

￥1,000 
10名 

初級者 中級者 

基礎を楽しく身につけながら、自然に生活の一部となっていくお稽

古をします。茶道の心は和の心。互いに心豊かな楽しいひとときを

過ごしましょう。正座ができない方には楽座をお貸しいたします。 

受講料 \5,000 
(\500×10回） 
教材費 \5,000 

ふくさ、扇子、懐紙、

楊子（貸出可能）、白

色の靴下 

71 
○新 

【川柳と遊ぼう】 
～自分史を川柳で詠もう～（全6回） 

中央地域学習センター 

10/25、11/8、12/13、1/10、

2/14、3/14 木曜日 

9時30分～ 

11時30分 

相良 博鳳 

・県民活動センター市

民講師 

・文芸埼玉選考委員、

編集委員 

￥1,000 30名 初級者 

日本語の素晴らしさを再確認しましょう。5・7・5の17音字のド

ラマを創作する現代川柳は、自分の思いを表現する短詩文芸です。

新しい自分を発見しましょう。 

受講料 \3,000 
（\500×6回） 
教材費 \600 

筆記用具 

72 

【着付け講座】 
～楽しい着付け教室～（全10回） 

文化センター中央公民館 

10/17、31、11/14、12/5、19、

1/16、30、2/20、3/6、27 

水曜日 

9時30分～11時30分 

大島 順子 

・装道礼法きもの学院

公認きもの教室 

・全日本きものｺﾝｻﾙﾀﾝ

ﾄ協会認定校 

￥1,000 15名 

日本の民族衣装である美しい着物をお正月に着て過ごしてみませ

んか？普段着から礼装着までレベルに合わせてご指導いたします。 
受講料 \5,000 
(\500×10回） 

着物一式（但し持って

いる物。新規購入不要。

初日に説明します） 

73 

【着付け講座】 
～ちょっと頑張って着物スタイル～（全8回） 文化センター中央公民館 

10/29、11/5、19、12/3、17、

1/7、2/18、3/11  月曜日 

19時～20時30分 

金子 雅子 

・きもの愛好家 

・元中学校体育教師 

￥1,000 8名 初級者 

受講料 \4,000（\500×8回）教材費 \300 
【持ち物】着物、帯、小物（帯板、帯枕、帯揚げ、
帯締め、タオル2枚、足袋、裾よけ、肌襦袢、長襦
袢、伊達締め２本、腰ひも3本、洗濯バサミ4個） 

お正月は着物を着てみたいけど断念したり、お稽古や会など 

着るチャンスがあるのに先延ばししていたあなた、初歩から 

美しい姿勢作りを含めご指導いたします。 

74 

【着付け講座】 
～ちょっと頑張って着物スタイル～（全8回） 

中丸学習センター 

10/29、11/5、19、12/3、17、

1/7、21、2/4  月曜日 

10時～11時30分 

金子 雅子 

・きもの愛好家 

・元中学校体育教師 

￥1,000 8名 初級者 

受講料 \4,000（\500×8回）教材費 \300 
【持ち物】着物、帯、小物（帯板、帯枕、帯揚げ、
帯締め、タオル2枚、足袋、裾よけ、肌襦袢、長襦
袢、伊達締め２本、腰ひも3本、洗濯バサミ4個） 

お正月は着物を着てみたいけど断念したり、お稽古や会など着るチ

ャンスがあるのに先延ばししていたあなた、初歩から美しい姿勢作

りを含めご指導いたします。 

●●  料料  理理  関関  係係  ●●  

75 
○新 

【簡単手打ちうどん講座】～自作の讃岐うどんで極
上ランチを食べよう～（全3回） 

本町西高尾学習センター 

10/28、11/4、11 

日曜日 

9時～12時 

山口 正博 

・そば道場大心堂会員 

￥1,000 
12名 

20歳以上 初級者 

男女問わず誰でも美味しいうどんが打てます。自分が打ったうどん

の美味しさを堪能しましょう。讃岐うどんを毎回３人前打っていた

だきます。 

受講料 \1,500 
（\500×3回） 
教材費 \2,400 

タオル 2 枚、バンダ

ナ、エプロン、うどん

持ち帰り用密閉容器 

76 

【手打ちそば講座】 
～手打ちそばが打てます！～（全4回） 

本町西高尾学習センター 

11/17、24、12/8 

土曜日 

9時～12時 

※12/8のみ9時～16時 

内藤 信行 

・調理師 

・そば道場大心堂師範 

 代 

・そば打ち歴12年 

￥1,000 
12名 

中学生以上 

延べ138名が受講された人気講座です。国産そば粉で二八そばを毎

回約三人前打っていただきます。そば一品料理と共にそばの魅力を

お楽しみください。 

受講料 \2,000 
(\500×4回) 
教材費 \2,500 

バンダナ(タオル可)、

エプロン、タオル、そ

ば持ち帰り容器 

77 

【手打ちそば中級講座】 
～今年こそ年越しそばを自分で打ちたい～（全3回） 

本町西高尾学習センター 

12/5、12、26 水曜日 

13時30分～ 

16時30分 

早川 澄雄 

・築地そばアカデミー 

開業総合科修了 

・そば指導歴13年 

・そば道場大心堂代表 

・調理師 

￥1,000 10名 中級者 

もう少し上達したい。自己流で行き詰っている。きちんとした基本

を身につけたい。そう思っている方のための手打ちそば中級講座で

す。 

受講料 \1,500 
（\500×3回） 
教材費 \3,600 

バンダナ(タオル可)、

エプロン、タオル２、

そば持ち帰り容器 

 

 

【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

12 

【ガーデニング講座】～憧れのミニヨーロッパ風ガ
ーデンに参加してみませんか!?～（全3回） 文化センター中央公民館 

11/13、12/11、 

1/29  火曜日 

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

ｯﾄ協会日本支部ﾊﾝｷﾞﾝ

ｸﾞﾏｽﾀ  ー

・鴻巣ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ審査

員特別賞受賞 

\1,000 15名 初級者 

ハンギングはつるすという意味です。あなたの庭もベランダもハン

ギングバスケットを置くだけでミニヨーロッパ風に変身します。自

分で作り育てる楽しみを体験してみましょう。 

受講料 \1,500 
(\500×3回） 
教材費 \9,500 

エプロン、薄手ビニール

手袋（ぴったりしたもの） 

13 

【フラワーアレンジメント講座】～暮らしの中のフ
ラワーデザインアレンジメント～（全6回） 文化センター中央公民館 

10/20、11/3、12/15、1/19、 

2/16、3/16  土曜日 

10時～12時 

森 邦子 

・マミフラワーデザイ

ン講師資格取得 

・一葉式いけ花上席教

授 

\1,000 15名 

10～3月の季節に合わせて、実の秋の花、クリスマスの飾り、正月

の花、ブーケ、壁面の花などを、生花やドライフラワー、果実やプ

リザーブドフラワーなどで製作します。 

受講料 \3,000 
(\500×6回） 
教材費 \12,000 

花ﾊﾞｻﾐ(又はｷｯﾁﾝﾊﾞｻ

ﾐ)、色鉛筆、新聞紙、

作品を持って帰る段

ﾎﾞｰﾙ箱、筆記用具 

14 

【フラワーアレンジメント講座】 
～簡単オシャレなフラワーアレンジメント～（全5回） 

文化センター中央公民館 

11/1、12/6、1/10、 

2/7、3/7 木曜日 

10時～11時30分 

中川 禎子 

・世界らん展にてﾃ゙ ﾓﾝｽﾄﾚ

ｼーｮﾝ・講習会 

・公益社団法人ﾌﾗﾜー ﾃ゙ ｻ゙ ｲ

ﾅー 協会公認校 

\1,000 
16名 

初級者 親子参加可 

生花から花雑貨まで楽しくお花をデコレーション。季節のイベント

に添って花のある暮らしを提案します。基礎からワンランク上のテ

クニックまで習得できます。 

受講料 \2,500 
(\500×5回） 
教材費 \10,000 

花切りバサミ、作品持

ち帰り用の袋、新聞紙 

15 

【フラワーアレンジメント講座】 
～簡単オシャレなフラワーアレンジメント～（全5回） 文化センター中央公民館 

10/27、12/15、1/19、2/16、

3/16  土曜日 

13時30分～15時 

中川 禎子 

・世界らん展にてﾃ゙ ﾓﾝｽﾄﾚ

ｼーｮﾝ・講習会 

・公益社団法人ﾌﾗﾜー ﾃ゙ ｻ゙ ｲ

ﾅー 協会公認校 

\1,000 
16名 

初級者 親子参加可 

生花から花雑貨まで楽しくお花をデコレーション。季節のイベント

に添って花のある暮らしを提案します。基礎からワンランク上のテ

クニックまで習得できます。 

受講料 \2,500 
(\500×5回） 
教材費 \10,000 

花切りバサミ、作品持

ち帰り用の袋、新聞紙 

16 

【多肉植物入門講座】 
～収集・寄せ植えを楽しむ～（全6回） 

文化センター中央公民館 

10/23、11/6、27、12/4、18、 

1/8 火曜日 

9時30分～11時30分 

清水 靖夫 

・NPO法人日本多肉植

物の会理事･北関東

支部長 

･多肉植物栽培歴45年 

\1,000 
15名 

初級者 中級者 

世界の乾燥地に分布しているサボテンやアロエなど 

変化にとんだ多肉植物の栽培方法や収集の仕方、寄せ 

植えなどを実技で楽しく学習します。 

受講料 \3,000 

(\500×6回） 
教材費 \3,000 

園芸はさみ、ピンセッ

ト、ビニールふろしき 

17 

【バラ作り講座】 
～家庭で楽しむバラ栽培のポイント～（全6回） 中央地域学習センター 

10/18、11/1、12/6、1/10、2/7、

3/7 木曜日 

14時～15時30分 

北川 豊明 

・バラ栽培等に長年従

事 

・伊奈町、北本市公民

館でバラ講習会講師 

\1,000 
15名 

20歳以上 初級者 

教材として受講生全員に鉢植えバラ苗を配布し、肥料やり、つぼみ

の管理など全般をお教えします。特に秋バラを開花させ、その後の

選定や手入れなども学習します。 

受講料 \3,000 
(\500×6回） 
教材費 \3,000 

筆記用具、軽作業可能

な衣服と手袋 バラ

苗持帰り用袋 

♪♪  音音  楽楽  関関  係係  ♪♪  

18 

【歌声ひろば講座】 
～みんなで楽しく１５０曲を歌おう！～（全10回） 

中央地域学習センター 

10/18、11/1、15、12/6、20、 

1/17、2/7、21、3/7、21 

木曜日 

10時～11時30分 

岩田 俊子 

・日本音楽療法学会員 

・県内にて音楽セラピ

ー実施中 

・大人のコーラス指導 

\1,000 40名 55歳以上 

童謡・唱歌・叙情歌・外国曲など、毎回15曲を心地よいピアノの

伴奏で歌います。大勢で歌えば楽しさも倍増！50年振りの懐かし

い歌に出会えるかも。 

受講料 \5,000 
(\500×10回） 

教材費 \700 

飲み物 

19 

【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） 文化センター中央公民館 

10/18、25、11/1、8、15、22、

29、12/13  木曜日 

13時30分～15時30分 

小堀 英子 

・高橋歌謡学院師範 

・市内外で指導(20年 

以上) 

\1,000 
20名 初級者 

60歳以上の女性 

歌うことは懐かしい写真を見ているように楽しい世界が広がりま

す。あなたの歌声が家庭にほほえみを作ってくれるはずです。以前

受講された方も大歓迎です。 

受講料 \4,000 
(\500×8回） 
教材費 \400 

筆記用具、飲み物 

20 
○新 

【女性のための演歌講座】 
～楽しく歌ってみんな笑顔に！！～（全12回） 

東地域学習センター 

10/27、11/10、24、 

12/1、8、22、1/12、26、 

2/9、23、3/2、23 土曜日 

13時30分～15時30分 

三瓶 万利子 

・全日本歌謡連盟講師 

・伊藤雪彦に発声の手

ほどきを受ける（18

年間） 

\1,000 
15名 初級者 

55歳以上の女性 

懐かしい歌、今流行している歌、みんなで楽しく歌います。歌うこ

とで笑顔になり、周りのみんなを笑顔にします。笑顔で充実した

日々を送りましょう。 

受講料 \6,000 
(\500×12回） 

教材費 \100 

筆記用具、 

飲み物 

21 
○新 

【カラオケ講座】～カラオケスナックや発表会で華
と咲く唄い方をものにする～（全12回） 

東間深井学習センター 

10/17、31、11/7、21、 

12/5、19、1/16、30、2/6、20、

3/6、20 水曜日 

13時30分～15時 

サンタルチア加藤 

・声楽家（ベルカント・

テノール） 

・ヴォイストレーナ 

・歌謡教室代表 

\1,000 20名 中高年者 

声学式のやさしい発声法をマスターして、華麗な歌唱力をゲットし

よう！プロ歌手が歌って指導。小節、ウラ声、感情の入れ方などや

さしく個別指導します。 

受講料 \6,000 
(\500×12回） 

筆記用具、飲み物 

22 

【初心者フォークギター＆ウクレレ講座】 
～やさしいコードで「弾き語り」があなたにもできます～（全10回） 中央地域学習センター 

10/19、26、11/2、9、16、23、

30、12/7、14、21 金曜日 

18時～20時 

奥田 健一 

・Pete  Paul ＆ Mary 

Fan Club創設者 

・PP＆M Copy Band

「Part Per Million」

で活動 

\1,000 20名 初級者 

やさしいコードでフォークギターとウクレレの弾き語り。はじめて

の方、再挑戦の方。ギターは無理だけどウクレレなら！とお考えの

方。楽しく練習しましょう。 

受講料 \5,000 
(\500×10回） 
教材費 \1,000 

演奏したい楽器、 

筆記用具 

  



15 
【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  

※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

23 

【お箏講座】 
～誰もが知っている曲で楽しく演奏しよう～（全12回） 

文化センター中央公民館 

11/6、13、20、12/4、18、 

1/8、22、2/5、19、 

3/5、19、26  火曜日 

13時30分～15時30分 

大島 昭子 

・生田衛藤流大師範 

・サークル講師 

・指導歴40年 

￥1,000 10名 高校生以上 

家族や友人の眠っている箏をさわってみましょう。誰もが知ってい

る曲を演奏しますので、１日目から楽しく演奏ができます。 

受講料 \6,000 
（\500×12回） 

教材費 \500 

箏、爪 

24 

【たのしい和胡弓講座】～童謡から昭和の名曲まで
弾いて歌って楽しもう～（全12回） 

本町西高尾学習センター 

10/16、23、11/6、20、 

12/4、18、1/8、22、2/5、19、 

3/5、19 火曜日 

13時30分～15時30分 

中村 豊良 

・日本民謡協会認定教

授 

・埼玉県民謡協会認定

名誉教授 

・指導歴37年 

￥1,000 
5名 

20歳以上 初級者  

昔から今も親しまれ歌い継がれる名曲の数々を初めての方でも簡

単に楽しめます。簡単に覚えられる楽譜を見ながら弾いたり歌った

り一緒に楽しみましょう。 

受講料 \6,000 
（\500×12回） 

教材費 \1,500 

ノート、筆記用具、 
胡弓（受講時間内は無

料貸出可能、自宅持ち
帰りは別途） 

25 

【三味線講座】 
～津軽じょんがら節を弾こう～（全12回） 

本町西高尾学習センター 

10/27、11/10、17、12/1、15、

1/12、19、2/2、16、 

3/2、9、16 土曜日 

9時30分～11時30分 

中村 豊良 

・日本民謡協会認定教

授 

・埼玉県民謡協会認定

名誉教授 

・指導歴37年 

￥1,000 
6名 

20歳以上 初級者  

津軽三味線は難しいと思っていませんか？１小節ずつ 

優しく12回に分けて覚えれば講座終了時には弾ける 

ようになります。津軽の唄も同時に覚えられます。 

受講料 \6,000 
（\500×12回） 

教材費 \1,500 

ノート、筆記用具、 
三味線（受講時間内は

無料貸出可能、自宅持
ち帰りは別途） 

26 

【三味線講座】 
～三味線の音色を楽しみましょう～（全5回） 

本町西高尾学習センター 

11/10、17、24、12/1、8 

土曜日 

13時30分～15時 

佐藤 月信 

・信進会師範 

・埼玉県民謡協会七段

名誉教授 

・指導歴22年 

￥1,000 
6名 高校生以上 

初級者 中級者 

日本文化の三味線を一緒に楽しみませんか!?全くの基礎からでも

大丈夫です。五感を刺激して健康を維持しましょう。 

受講料 \2,500 
（\500×5回） 
教材費 \1,000 

筆記用具、 
三味線（受講時間内は
無料貸出可能） 

27 

【三味線体験講座】 
～三味線を楽しみましょう！～（全5回） 文化センター中央公民館 

10/24、31、11/14、 

12/12、26 水曜日 

13時30分～15時 

藤本 秀遙芽 

・藤本流師範 

・日本郷土民謡協会認

定教授 

・県民謡協会七段教授 

￥1,000 8名 初級者 

三味線は指先を使い、脳の活性化ももたらせてボケ防止にもなりま

す。１日目から曲が弾け楽しいです。童謡・民謡・歌謡曲など一緒

に弾いて楽しみましょう。 

受講料 \2,500 
（\500×5回） 
教材費 \300 

筆記用具、 

三味線（受講時間内は

無料貸出可能） 

28 

【民謡太鼓講座】 
～太鼓を楽しみしょう！～（全3回） 中央地域学習センター 

11/21、12/5、19 

水曜日 

13時30分～15時 

藤本 秀遙芽 

・日本郷土民謡協会認

定教授 

・埼玉県民謡協会認定

七段教授 

・太鼓山田流 

￥1,000 8名 初級者 

楽器の中で太鼓が一番親しみやすいです。太鼓にバチ棒をトンと落

としただけでもリズムになります。慣れてきたら三味線、唄などに

合わせて楽しみましょう。 

受講料 \1,500 
（\500×3回） 
教材費 \200 

筆記用具、タオル 2

枚、空のペットボトル

2ℓを2本 

29 

【民謡講座】 
～うたの苦手こくふく講座～(全7回) 

文化センター中央公民館 

10/30、11/13、20、27、12/4、

11、18  火曜日 

10時～12時 

田口 明満 

・民謡師範 

・市内民謡指導歴20年 

￥1,000 8名 18歳以上 

発声法や腹から声を出せる呼吸法など日本のうたの基本となる「わ

らべうた」から丁寧に行います。歌う楽しみを体験してみましょう。 
受講料 \3,500 
（\500×7回） 

筆記用具、ベルトまた

は腰紐 

30 

【詩吟体験講座】 
～声づくりにどうぞ！！～（全5回） 

東地域学習センター 

10/16、30、11/13、12/4、18 

火曜日 

9時30分～11時30分 

小須田 今朝人 

・公益法人 日本詩吟

学院師範 

・市内で指導歴20年 

￥1,000 
10名 

20歳以上 初級者 

先賢の漢詩・和歌・俳句を鑑賞しながら、お腹の底から大きな声を

出せる発声法、呼吸法にもとづいて、吟じ方をわかりやすく丁寧に

お話します。ぜひ一度試みてください。 

受講料 \2,500 
（\500×5回） 

筆記用具、テープレコ

ーダー（ある方） 

31 

【大人のピアノ講座】 
～指先を動かし脳トレしましょう～（全10回） 

本町西高尾学習センター 

11/2、16、30、12/7、21、 

1/11、18、2/1、15、3/1 

金曜日 9時～12時 

※初回のみ10時～ 

青木 弘子 

・東邦音楽大学ピアノ

科卒 

・自宅、市内公民館に

て教室開催 

￥1,000 
10名 初級者 40歳
以上 自宅にピアノ
などを持っている方 

グループに別れ、15分ずつの個人レッスン。優しい童謡から始め

各自のペースに合わせて進めます。夢中で演奏していると自然と脳

トレしています。 

受講料 \5,000 
（\500×10回） 
教材費 \200 

筆記用具、 

スリッパ 

32 

【大人のピアノ講座】～優しい童謡からピアノを弾
いてみませんか？～（全10回） 

文化センター中央公民館 

10/31、11/7、21、12/5、26、

1/16、30、2/6、20、27 

水曜日  18時～21時 

※初回のみ18時30分～ 

青木 弘子 

・東邦音楽大学ピアノ

科卒 

・自宅、市内公民館に

て教室開催 

￥1,000 
12名  

40歳以上 初級者  

グループに別れ、15分ずつの個人レッスンです。同じグループの

人の演奏を聞くのも勉強になります。ぜひ１曲でも弾けるように一

緒にチャレンジしてみませんか。 

受講料 \5,000 
（\500×10回） 
教材費 \200 

筆記用具、スリッパ 

★ 教 養 関 係 ★ 

33 

【リトミック講座】 
～親子で楽しむリトミック～（全8回） 

文化センター中央公民館 

10/15、29、11/19、12/10、17、

1/7、2/18、3/11 

月曜日 

10時～11時 

藤生 幸恵 

・リトミック研究セン

ター指導者資格デ

ィプロマA取得 

・幼稚園、保育園等で

ﾘﾄﾐｯｸ講座担当 

￥1,000 
親子18組 子ども2

～3歳とその親 

音楽に合わせて楽しく体を動かしましょう!!リトミックは 

身体・頭・心をバランスよく育てる幼児教育です。 
受講料 \4,000 

（\500×8回） 

タオル、 

飲み物 

 
【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

56 

【ウォーキング講座】～日本記録保持者が教えるウ
ォーキングの方法～（全4回） 

文化センター中央公民館 

12/15、22、1/5、12 

土曜日 

9時30分～ 

11時30分 

和田 浩 

・マスターズ陸上50㎞

競歩 70歳代、75歳

代日本記録保持 

・ウォーキング講習歴

17年 

￥1,000 
10 名 ウォーキング

に関心のある方 

あなたのウォーキングをワンランクアップすることによりウォー

キングの楽しさは倍増します。これであなたは健康美を獲得できま

す！ 

受講料 \2,000 
（\500×4回） 
教材費 \100 

動きやすい服装、ウォ

ーキングシューズ 

57 
○新 

【ウォーキング講座】 
～ひざを痛めないための正しい歩き方～（全4回） 東地域学習センター 

10/29、11/5、12、19 

月曜日 

9時30分～11時30分 

高橋 清 

・魂合気研究所道場で

日本古来の誇るべき

文化の一つ「歩き方」

を指導 

￥1,000 10名 

今は多くの人が、膝などを痛めやすい歩き方をしています。正しい

歩き方をするだけで、「疲れなくなった！」と、効果はすぐに表れ

ます。 

受講料 \2,000 
（\500×4回） 

動きやすい服装、タオ

ル、飲み物 

58 

【食生活・アドバイス講座】 
～四群点数法で健康になる食事を～（全4回） 

中丸学習センター 
11/1、8、15、22 木曜日 

9時30分～11時30分 

丸山 寿子 
・自宅で料理教室主宰 

・女子栄養大学生涯学習講師 

￥1,000 
15名 18歳以上 

初級者 中級者 

あなたの食事は大丈夫ですか？健康的な食事は楽しい人生を送る

ための基本です。講義と調理実習で学びます。家族のために健康的

な食事を作りましょう。 

受講料 \2,000 

（\500×4回） 
教材費 \1,300 

筆記用具、電卓、 

4回目のみエプロン 

59 

【フラワーハートセラピー講座】～あなたの身近に
セラピー効果のあるお花を～（全5回） 

文化センター中央公民館 

10/21、11/4、12/2、1/13、2/17 

日曜日 

9時30分～11時30分 

佐々木 由美 

・ＮＰＯ法人日本ﾌﾗﾜｰ

ｾﾗﾋﾟｽﾄ協会会員 

・ﾌﾗﾜｰﾊｰﾄｾﾗﾋﾟｽﾄ上級ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

￥1,000 
10名 18歳以上 
※お子様連れでの受講は

ご遠慮ください 

単に見るだけでも癒される花たち。セラピー効果のあるお花を使っ

て自分を知ったり、テーマ別のアレンジをしたり、癒しの時間を過

ごしてみませんか。 

受講料 \1,500 
（\300×5回） 
教材費 \7,500 

花ばさみ、新聞紙、雑

巾、ゴミ袋、作品持ち

帰り用の箱又は袋 

60 

【社交ダンス講座】 
～踊る楽しさの中で健康づくりを！～（全12回） 

中丸学習センター 

11/3、10、17、12/1、8、22、

1/12、19、2/2、2/16、 

3/9、16  土曜日 

10時～11時30分 

栗原 弘子 

・社交ダンス教師 

資格所有 

・指導歴30年 

￥1,000 
15名 

初級者 中級者 

モダン、ラテン、ルンバ、チャチャチャなど多くのダンスを皆さん

で楽しく学びましょう。年齢は問いません。一度やってみたい方お

待ちしています。 

受講料 \6,000 

（\500×12回） 

動きやすい服装、 

タオル、飲み物 

 ◎◎  芸芸  術術  ・・  文文  化化  ◎◎  

61 

【油絵講座】 
～誰でも簡単！素敵に風景と花を描いてみよう～（全4回） 

中丸学習センター 

10/31、11/7、14、21 

水曜日 

13時30分～16時30分 

服部 美英 

・油絵歴45年 

・自宅で教室開催 

・HP‘服部美英’検索 

￥1,000 
10名 

中学生以上 

アメリカ発祥の「ボブ・ロス」画法と「ペインティングナイフ」を

用いた独特な描き方で風景と花の2枚の作品を制作します。 

受講料 \2,000 

（\500×4回） 
教材費 \10,000 

エプロン、雑巾 

62 

【脳いきいき！アート講座】 ～右脳を活性化し、
ココロもカラダもリフレッシュ！～（全5回） 文化センター中央公民館 

10/29、11/19、12/17、1/14、

2/18 月曜日 

9時30分～11時 

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 8名 初級者 

「五感で感じ表現する」アートプログラムです。美術の経験は必要

なく、どなたでも楽しめ、個性豊かで素敵な作品が仕上がります。

心が解放されリフレッシュできます！ 

受講料 \2,500 
（\500×5回） 
教材費 \1,500 

新聞紙（1日分）、雑

巾 

63 

【実用書道講座・基礎コース】 
～小筆を使ってステキな名前を書いてみよう～（全8回） 

文化センター中央公民館 

10/23、30、12/11、18、1/8、

15、2/12、26 

火曜日  

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 15名 18歳以上 

小筆を使ってご自分の名前、ハガキ、封筒の宛名、のし袋、のし紙、

芳名帳と身近で実用的な細字を書きます。書の基礎から学び美しい

字をこの機会にぜひマスターしましょう。 

受講料 \4,000 
（\500×8回） 

教材費 \600 

小筆、墨、すずり、定

規、筆記用具 
※小筆を新しく購入され

る方はご相談ください 

64 

【実用書道講座】 
～小筆で実用書を書く力をつけましょう～（全8回） 文化センター中央公民館 

10/31、11/14、12/12、26、 

1/9、23、2/13、27 水曜日 

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 
15名 18歳以上 

基礎ｺｰｽの修了者 

小筆で年賀状、手紙の挨拶文等の生活に役立つ身近な細字を書きま

す。簡単な賞状の技法と写経、千字文にふれて毛筆の持つよさに親

しみましょう。生涯の趣味に！ 

受講料 \4,000 
（\500×8回） 
教材費 \600 

小筆、墨、すずり、定

規、筆記用具 

65 

【書道講座】 
～楽しく書を学ぶ（書初めをしてみよう）～（全7回） 

文化センター中央公民館 

10/20、12/22、1/5、19、2/23、

3/2、23  土曜日 

13時30分～16時 

森川 畦水 

・墨華書道研究会公認

教授、同常任理事、

審査員 

￥1,000 
15名 

初級者 中級者 

基本の楷書・行書・草書のほか、かな文字を学びます。お正月に書

初めをしてみましょう。大きな文字や小さなかな文字も思いっきり

書いて有意義に過ごしてみませんか。 

受講料 \3,500 
（\500×7回） 
教材費 \6,500 

書道用具一式、半紙、

ハサミ、のり、新聞紙 

66 

【書道常識講座】 
～基礎から書道を学ぼう～（全8回） 

中央地域学習センター 

10/16、11/13、27、12/18、 

1/22、2/12、26、3/5 火曜日 

13時30分～ 

15時 

石井 春風 

・産経新聞社「書のア

ート協会」副理事長 

・北本書道人連盟顧問 

￥1,000 
20名 

18歳以上 

日常使用する文字をやさしく理論的に解説しつつ、形のとり方の方

法を指導します。 

受講料 \4,000 
（\500×8回） 
教材費 \4,000 

書道用具一式 

 

女子栄養大発行の「なにをどれだけ食べたらいいの？」のテ
キストが無い場合は受講時に別途1,050円を集金します。申
込書の備考欄に「教材 無」と明記してください。 
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ポストへ投函する際は必ずこの面を 

表にして投函して下さい。 

 

□□□－□□□□ 

 

平成24年度後期講座       （外側） 

申込講座確認書 兼 受講料等納入依頼書【受講者証】 

このたびは、下記講座にお申込みいただきましてありがとうございました。 

受講 

講座名 

講座№ 

講座 

（以下は事務局で記入しますので、記入は不要です） 

  上記の申込み講座については、 

１ 受講生として、参加していただけます。 

２ 抽選の結果、受講していただくことができません。 

３ 受講希望者が少なかったため、中止となりました。 

  なお、このはがきをご持参のうえ下記の期間内に受講料等をキタガク事
務局（市役所第４庁舎 2 階：生涯学習課内）へ 8：30～17：15 の間に納
入してください。（土、日、祝日を除く） 

（おつりのないようにお願いいたします） 

Ａ日程納入期間…9月24日(月)から10月5日(金)までに納入願います 

※ 9月29日(土)は9：00～12：00まで行います 
Ｂ日程納入期間…12月14日(金)から20日(木)までに納入願います 

※ 12月15日(土)は9：00～12：00まで行います 

受講料 教材費等 学苑運営費 

円 円 円 

受領印 受領印 
受領印 

（既に納入済みの場合は 

申出てください） 

■受講生の自己都合による欠席、退学等による受講料等の返金は一切お受けいた
しませんので予めご了承ください。 
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１ 受講生として、参加していただけます。 

２ 抽選の結果、受講していただくことができません。 

３ 受講希望者が少なかったため、中止となりました。 

  なお、このはがきをご持参のうえ下記の期間内に受講料等をキタガク事
務局（市役所第４庁舎 2 階：生涯学習課内）へ 8：30～17：15 の間に納
入してください。（土、日、祝日を除く） 

（おつりのないようにお願いいたします） 

Ａ日程納入期間…9月24日(月)から10月5日(金)までに納入願います 
※ 9月29日(土)は9：00～12：00まで行います 

Ｂ日程納入期間…12月14日(金)から20日(木)までに納入願います 
※ 12月15日(土)は9：00～12：00まで行います 

受講料 教材費等 学苑運営費 

円 円 円 

受領印 受領印 
受領印 

（既に納入済みの場合は 

申出てください） 

■受講生の自己都合による欠席、退学等による受講料等の返金は一切お受けいた
しませんので予めご了承ください。 

 

 

【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

34 
○新 

【話し方講座】 
～地域で活躍“ちょっと！”工夫の話し方～（全3回） 

文化センター中央公民館 

12/15、1/12、2/9 

土曜日 

10時～ 

11時30分 

大成 達夫 

・日本ヒューマンリレ
ーションズ話し方
講師資格取得 

・市外公民館、民間企
業にて講師 

￥1,000 20名 20歳以上 

リラックスした話し方をモットーに３回講座で実施します。 

①さぁ出番だ！“あがらない”スピーチ、②熟年の魅力をオシャ

レな会話で、③プラスの一言でつながる会話 

受講料 \1,500 

（\500×3回） 

教材費 \100 

筆記用具 

35 

【話し方講座】 
～話し方を楽しく学びましょう！～（全3回） 

中央地域学習センター 

10/24、11/7、21 

水曜日 

10時～12時 

佐藤 秀子 

・NPO法人話し方HR

研究所 講師 

￥1,000 
15名 18歳以上 

初級者 中級者 

今回のテーマは『さくら大好きを話す』 人に好きな桜への思い

をスピーチ出来る自分になる！どうしたら分かり易く感動を伝え

られるか一緒に実習で体験しましょう。 

受講料 \1,500 

（\500×3回） 
筆記用具 

36 

【英会話講座】 
～使える英語力を身に付ける～（全6回） 

南部学習センター 

10/15、29、11/5、11/19、 

12/3、17  月曜日 

15時～16時20分 

坂戸 芳子 

・英会話講師歴12年 

￥1,000 20名 

もう一度英語を学びなおしたい方、日常会話や海外旅行での表現

を学びたい方、一緒に英語力をアップさせてみませんか？ 

受講料 \3,000 

（\500×6回） 

教材費 \400 

筆記用具 

37 

【トラベル英会話講座】 
～旅行先で役立つ表現をマスターしよう！～（全4回） 

文化センター中央公民館 
10/23、11/6、20、12/4 

火曜日 10時30分～12時 

三橋 肇子 

・東京外語大学卒 

・英語検定一級 

￥1,000 
20名 

初･中級者 

もう少し英語が話せたら旅がもっと楽しくなるず！旅先での場面

を想定して使える表現を身につけていきます。3回目は人気海外

おみやげの試食をします。 

受講料 \2,000 

（\500×4回） 

教材費 \3,500 

ノート、筆記用具 
マグカップ（3回目の
おみやげ試食の時） 

38 

【益々楽しい韓国語！講座】～民族衣装や韓国料理に

も触れてより身近に韓国を知ろう～（全10回） 
本町西高尾学習センター 

10/24、31、11/14、21、28、

12/12、19、1/16、23、30 

水曜日 

10時～12時 

金 恵玉 

・韓国語教師資格証 

・韓国語能力試験監督 

・韓国語弁論大会で優

秀者多数輩出 

￥1,000 25名 初級者 

おなじみの民族衣装、益々増えている韓流ドラマや料理まで、基

礎学習を通して韓国文化に触れます。すぐに役立つプチ会話など、

実用と楽しさの韓国語講座です！ 

受講料 \5,000 

（\500×10回） 

教材費 \3,000 

筆記用具 

ノート 

39 

【韓国語講座】～初めての韓国語～(全6回) 
文化センター中央公民館 
10/25、11/15、29、12/13、

1/17、31 木曜日 

9時30分～ 

10時30分 

張 明玉 
・市内外サークル講師 ￥1,000 20名 初級者 

レベルに合わせて、無理なく楽しく歌のように基礎から勉強しま

す。読み書きや聞くこと話すことがまんべんなくできるようにし

ます。 

受講料 \3,000 

（\500×6回） 

教材費 \2,520 

筆記用具 

40 

【入門中国語講座】 
～置き換え式勉強法で楽々中国語マスター～（全6回） 

文化センター中央公民館 
10/18、11/8、22、12/6、 

1/10、24 木曜日 

9時30分～ 

10時30分 

張 明玉 
・市内外サークル講師 ￥1,000 20名 初級者 

中国語の発音や簡体字、文法などの基礎知識を確実に、しかも楽

しく勉強します。基本フレーズの言葉を置き換える勉強法で無理

なく自然に会話の力がつきます。 

受講料 \3,000 

（\500×6回） 

教材費 \1,050 

筆記用具 

41 
○新 

【アロマ・ハーブ講座】 
～アロマとハーブのある暮らし（秋冬編）～（全6回） 

本町西高尾学習センター 

10/16、11/20、12/18、1/15、

2/19、3/19  火曜日 

10時～11時 

内田 和穂子 

・公益社団法人日本ｱﾛﾏ環

境協会認定ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ 

・日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊｰﾌﾞ協会認

定ﾊｰﾊ゙ ﾙｾﾗﾋ ｽ゚ﾄ 

￥1,000 15名 初級者 

ハーブや精油がもつ有効成分や香りを使った生活に役立つ手作り

品はいかがでしょうか？ 毎月１回季節に合わせた講座です。 

※皮膚の弱い方、妊産婦の方は申込み前にご相談ください。 

受講料 \3,000 

（\500×6回） 

教材費 \6,000 

筆記用具、エプロン、

マグカップ 

42 

【パソコン講座】 
～ワードの基礎を学ぼう！～（全7回） 文化センター中央公民館 

10/25、11/1、8、15、22、 

12/6、13 木曜日 

13時30分～16時 

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 

・民間企業パソコン教

室講師歴有 

￥1,000 
15名 

30歳以上 初級者 

パソコンの基礎から文字装飾や図形描画等をゆっくり 

じっくり学習し、表現力アップの文章作りと年賀状 

（通信面のみ）を作成します。 

受講料 \3,500 

（\500×7回） 

教材費 \700 

筆記用具 

43 

【自然学習体験講座】～自然の恵みを生かそうータ
ケのコップと皿作り～（全1回） 

野外活動センター 

10/28  日曜日 

9時30分～15時 

昼食は各自持参 

安藤 いづみ 

・三国コカ・コーラボ

トリング㈱広報環

境部スタッフリー

ダー 

￥1,000 
30名 小学生以上
（親子参加歓迎） 
※小学生の場合は親同伴 

ＮＰＯ法人玉原高原自然を守り育てる会理事の飯野幹雄氏をゲス

トに迎え、午前中に北本の自然を観察し、午後に竹を生かしたコ

ップと皿作りの木工講座を行います。  

無料 昼食、長靴、軍手 

44 

【自然学習体験講座】 
～雑木林の緑を楽しむ～（全1回） 

野外活動センター 

11/13  火曜日 

10時～16時 

昼食は各自持参 

安藤 いづみ 

・三国コカ・コーラボ

トリング㈱広報環

境部スタッフリー

ダー 

￥1,000 30名 20歳以上 

東京農工大学名誉教授の福嶋司氏をゲストに迎え、実際に北本市

内の自然に触れながら、緑に親しみ、緑を楽しむ極意をお伝えい

たします。 

無料 
筆記用具、昼食、長
靴、軍手 

 

北本市本町1丁目111番地 

北本市教育委員会 生涯学習課内 

 

市民大学きたもと学苑事務局 行 

【申込期間】 

Ａ日程：8月27日～9月14日（必着） 

Ｂ日程：8月27日～12月7日（必着） 

 

50円切手 

貼付 

や 

ま 

お 

り 

キ リ ト リ セ ン キ リ ト リ セ ン 

キ
リ
ト
リ
セ
ン 

協力：三国コカ・コーラボトリング株式会社 

協力：三国コカ・コーラボトリング株式会社 

北本市本町1丁目111番地 

北本市教育委員会 生涯学習課内 

 

市民大学きたもと学苑事務局 行 

【申込期間】 

Ａ日程：8月27日～9月14日（必着） 

Ｂ日程：8月27日～12月7日（必着） 

 

50円切手 

貼付 

や 

ま 

お 

り 

キ
リ
ト
リ
セ
ン 

H24前期講座受講者は教材費500円，H23受講者で「英
語のきほん」をお持ちの方は教材費2,000円です。 
申込書の備考欄に「教材有」と明記してください。 

市民大学きたもと学苑からのお知らせ 
平成２４年６月２日に行われました、通常総会において下記のとおり新役員が着任いたしましたのでお知らせいたします。 
学苑長：石津 賢治（市長）、副学苑長兼理事長：樋口 秀夫、理事：石田 多美子、岩田 俊子、小尾 富士雄（教育長）、栗山 豪明、下村 惠久子、早川 澄雄、眞下 美佐子 
監事：柳原 恵美、米田 久仁夫、事務局長（理事兼務）：内藤 信行   

『役員一同、よりよい学苑運営を目指してまい進して参ります。皆様方のご協力をお願いいたします。』 

 

『韓国語レッスン初級』（出版：スリ
ーエーネットワーク）をお持ちの方は
教材費０円です。申込書の備考欄に
「教材有」と明記してください。 

「大きな文字」でわかりやすい 書き込
み式中国語BOOK（出版：成美堂出版）を
お持ちの方は教材費０円です。申込書の
備考欄に「教材有」と明記してください。 



 
 

【１０～１２月に講座開始されるもの】※申込期間：８月２７日（月）～９月１４日（金）必着  
※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。 

№ 
講 座 名 会  場 

講座日時 
講 師 

学苑運営費 定員・対象 

内   容 受講料等 持ち物など 

45 

【地域学講座】 
～資料で学ぶ郷土北本の開発～（全4回） 

文化センター中央公民館 

10/23、30、11/13、20 

火曜日 

9時30分～11時 

柳 毅 
・他市で公民館主催の
郷土史講座の講師 

￥1,000 10名 18歳以上 

江戸から昭和にかけて、北本内やその周辺がどのように開発され
てきたかを、資料をもとに学びます。今の北本の礎を築いた先人
達の努力や知恵を学びます。 

受講料 \2,000 
（\500×4回） 
教材費 \800 

筆記用具 

46 

【法務講座】～今知っておくと後で安心、身近な相
続登記～（全2回） 文化センター中央公民館 

10/20、27 土曜日 

9時30分～11時45分 

木村 富明 

・現 登記相談員とし

て法務局に勤務 

・司法書士有資格者 

￥1,000 
8名 

20歳以上 初級者 

今から大増税に備え贈与で節税の登記、相続登記に多い遺産分割
協議の登記、相続を巡る争いを防止するための遺言など、誰も教
えてくれない相続・登記などについて、わかりやすくお話します。 

受講料 \1,000 
（\500×2回） 
教材費 \300 

ノート、筆記用具 

47 

【法務講座】 
～生きるための老い支度～（全3回） 中央地域学習センター 

10/27、11/10、24 土曜日 

13時30分～15時30分 

山口 修 
・行政書士  
・フィナンシャルプ
ランナー 

￥1,000 20名 初級者 

話題のエンディングノートを配布して、相続・遺言・成年後見や
葬儀･お墓について行政書士がスッキリ解説する実践型の老い支
度講座。 

受講料 \1,500 
（\500×3回） 
教材費 \500 

筆記用具 

48 

【エコ生活講座】～手荒れしないナチュラルクリー
ニングで汚れもスッキリ！～（全2回） 本町西高尾学習センター 

11/18、25 日曜日 

9時30分～11時30分 

西川 裕美 
・埼玉県環境教育アシ

スタント 
・彩の国環境大学修了
生の会（化学物質部
会） 

￥1,000 15名 

ナチュラルクリーニングでゴミもほとんど出さずにスッキリと汚
れが落ちます。換気扇の汚れ、ウール・羽毛コートもフンワリ仕
上げる方法など生活に役立つ知識をお伝えします。 

受講料 \1,000 
（\500×2回） 
教材費 \100 

筆記用具、タオル 

49 

【エニアグラム（９つの性格）講座】 
～本当の自分がわかる性格タイプ学～（全5回） 

文化センター中央公民館 

10/24、11/14、12/19、1/16、

2/20  水曜日 

10時～12時 

松崎 緑 
・ＮＰＯコミュニオン  
エニアグラムファ
シリテーター 

￥1,000 
12名 
20歳以上 

自分と他人の違いを学び人間関係に生かします。参加者で語り合
いながら自分探しの旅をしましょう。 

受講料 \2,500 
（\500×5回） 
教材費 \150 

クレヨン（自宅にあ
ればで可） 

▲ 健康・スポーツ関係 ▲ 

50 

【ダイエット＆ビューティー講座】～女性限定！か

しこくスリムなカラダと出会える方法～（全3回） 文化センター中央公民館 

12/4、11、18  火曜日 

9時30分～11時30分 

広瀬 浩司 
・健康運動指導士 
・ダイエットマスター 

・自治体セミナー講師 

￥1,000 20名 20歳以上 

基礎代謝を上げて、やせやすい体を作る運動、バランスの良いダ

イエットの食事、錯視を利用したやせてみえるファッション術を

紹介します。 

受講料 \1,500 
（\500×3回） 
教材費 \500 

筆記用具、ヨガマットま

たはバスタオル、飲み

物、運動できる服装 

51 

【膝イタ予防改善運動講座】 
～一生自分の足で歩きましょう～（全5回） 

本町西高尾学習センター 

10/23、30、11/6、13、20 

火曜日 

10時～11時30分 

広瀬 浩司 
・健康運動指導士 
・整体師 
・JATIトレーニング 

指導者 

￥1,000 
20名 20歳以上 
※膝に持病をお持ちで、医師
の運動許可がない方はご遠慮
ください 

ひざの痛みや変形などの段階、進行度に合わせた効果的な運動と

負担のかけない関節の使い方を紹介します。 

★運動サンプル資料つき 

受講料 \2,500 

（\500×5回） 
教材費 \500 

筆記用具、ヨガマットま

たはバスタオル、飲み

物、運動できる服装 

52 

【女性のためのチェアエクササイズ講座】 
～サビつきをとり取り若々しいカラダに～（全3回） 文化センター中央公民館 

10/23、30、11/6 火曜日 

13時30分～14時30分 

国峰 薫 

・PFAヨガライセンス
認定 ヨガインスト
ラクター 

￥1,000 
20名 20歳以上 
初級者 女性 

普段使うことの少ない関節や筋肉を動かし若返りを目指します。
快い音楽とともに楽しくカラダを動かしましょう♪ 

受講料 \1,500 
（\500×3回） 

フェイスタオル（エクサ

サイズに使用）、飲み物、

汗拭きタオル、動きやす

い服装 

53 

【健康体操講座】～快い音楽を聞きながら健康体操
をしましょう～（全12回） 

文化センター中央公民館 

11/16、30、12/7、14、21、 
1/25、2/1、15、22、 
3/1、8、22  金曜日 
10時30分～12時 

（初日は10時集合） 

樋田 雪江 

・健康運動指導士 
・介護予防運動指導員 
・中高年健康体操指導
歴9年 

￥1,000 
35名 初級者 

概ね55歳以上 

肩こり・腰痛・膝痛予防、全身の運動能力をアップ 

するため、ストレッチや筋トレを、快い音楽を聞き 
ながら行い、心身ともにリフレッシュしませんか♪ 

受講料 \6,000 
（\500×12回） 

バスタオル（またはマッ
ト）、汗拭き用タオル、
運動のしやすい服装・
靴、水分補給用飲み物 

54 

【ルーシーダットン講座】～ヨガより簡単に楽しめ
るタイ式整体を体験してみませんか～（全6回） 本町西高尾学習センター 

10/16、30、11/13、27、 

12/4、18  火曜日 

13時30分～14時30分 

星野 里香 
・スアイタイカルチャ

ーセンター ルー
シーダットンイン

ストラクターコー
ス修了 

￥1,000 18名 初級者 

タイの伝統的な簡単にできる体操でリンパの流れを活発にし身体

のゆがみを正しましょう。体力に自信のない方や身体の硬い方も
気軽にできます。 

受講料 \3,000 

（\500×6回） 

動きやすい服装、ヨガマ

ット又はバスタオル、飲

み物 

55 

【イケコの寝っころがり体操】 
～楽して姿勢美人になる！～（全3回） 文化センター中央公民館 

10/29、11/5、12 月曜日 

10時～11時 

小林 和美 

・国際認定ﾌｪﾙﾃﾞﾝｸﾗｲ
ｽ・ﾌﾟﾗｸﾃｨｼｮﾅ  ー

・ﾌｪﾙﾃﾞﾝ入門「寝っ転
がり体操」ｸﾘｴｰﾀ  ー

￥1,000 
15名 

初級者 20歳以上 

寝転がって動くってとても楽しい！床と仲良くゴロゴロ動くだけ

で、姿勢がよくなります。はなまるマーケットでも紹介されたイ
ケコの寝っころがり姿勢体操。 

受講料 \1,500 

（\500×3回） 

動きやすい服装、フェイ

スタオル、ヨガマットま

たはバスタオル、飲み物 

  

 

            郵便往復はがき         （内側） 

 

                
   

 

（返信用） 

  

 

 平成24年度後期市民大学きたもと学苑 受講申込書（内側） 

受講申込

講座名 

講座Ｎｏ． 

 

 

講座名 

 

 

住所 

〒 

 

 

フリガナ 
  

受講者名 

(姓) 

 

(名) 

 

年齢 
 

 
性別 

 

電話番号 
 

 

備考 

※子どもと一緒に参加の講座は、お子様の名前等を記入
ください。 

(フリガナ)          （年齢）    歳 

( 名  )          （性別） 男・女  

※過去の受講等によって教材費が変わる講座（№37、39、
40、58、90）は以下に教材の有無についてのご記入に
ご協力ください。 

教材  有 ・ 無  （備考：          ） 

※本ハガキ１枚につき１講座１名の方のみ記入してください 

※往信、返信とも、それぞれ50円切手を貼ってください。 

ただし、直接キタガク事務局（生涯学習課）の窓口にてお申込頂

く場合は、返信用はがきのみ切手を貼って下さい。 

※返信用はがきにご自分の住所、氏名、申込講座名をご記入ください。 

 

            郵便往復はがき         （内側） 

 

           
   

 

（返信用） 

  

 

 平成24年度後期市民大学きたもと学苑 受講申込書（内側） 

受講申込

講座名 

講座Ｎｏ． 

 

 

講座名 

 

 

住所 

〒 

 

 

フリガナ 
  

受講者名 

(姓) 

 

(名) 

 

年齢 
 

 
性別 

 

電話番号 
 

 

備考 

※子どもと一緒に参加の講座は、お子様の名前等を記入
ください。 

(フリガナ)          （年齢）    歳 

( 名  )          （性別） 男・女  

※過去の受講等によって教材費が変わる講座（№37、39、
40、58、90）は以下に教材の有無についてのご記入に
ご協力ください。 

教材  有 ・ 無  （備考：          ） 

※本ハガキ１枚につき１講座１名の方のみ記入してください 

※往信、返信とも、それぞれ50円切手を貼ってください。 

ただし、直接キタガク事務局（生涯学習課）の窓口にてお申込頂

く場合は、返信用はがきのみ切手を貼って下さい。 

※返信用はがきにご自分の住所、氏名、申込講座名をご記入ください。 

 

50円切手 

貼付 

           

          様 

           

          様 

※返信用はがきにご自分の住所、氏名、申込講
座名をご記入ください。 

〒364-8633 

北本市本町1-111 

  北本市教育委員会 生涯学習課内 

市民大学きたもと学苑事務局 

℡ 048-594-5567（直通） 
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り 
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キ
リ
ト
リ
セ
ン 

キ リ ト リ セ ン 

 

50円切手 

貼付 

〒364-8633 

北本市本町1-111 

  北本市教育委員会 生涯学習課内 

市民大学きたもと学苑事務局 

℡ 048-594-5567（直通） 

※返信用はがきにご自分の住所、氏名、申込講
座名をご記入ください。 
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り 


