
 
 
                

【１～３月に講座開始されるもの】※申込期間：８月27 日（火）～12 月９日（月）必着   

№ 
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 

106 

【初めてのエニアグラム講座】 

～９つの性格タイプ学～（全3回） 文化センター中央公民館 

2/6、27、3/20 木曜日 

10：00～12：00 

松崎 緑 

・カウンセリング学会

認定カウンセラー 

・産業カウンセラー 

￥1,000 
15名、20歳以上、 

エニアグラム初心者 

エニアグラムってなに？私の性格タイプはなに？自分探しをして

みませんか？人間関係にも役立ちます。参加者で話し合う形の講座

です。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥100 

クレヨン（持っている

方） 

 
 

107 

【くらしの中の化学講座】～酸性雨・放射能・ｉＰＳ細
胞 いまさら聞けない化学の知識～（全4回） 

文化センター中央公民館 

1/15、29、 
2/5、26 
水曜日 

10：00～11：30 

原 寛 

・理学南士 

￥1,000 20名、初級者 

生活の中で知っておきたい化学の知識を原理に基づきわかりやす

く解説します。身近な化学を暮らしの中にもっと役立てましょう！

きっと新しい発見ができます。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥300 

筆記用具、電卓 

108 

【リコーダー講座】～♪懐かしのリコーダーを吹い
てみませんか♪～(全4回) 

 

文化センター中央公民館 

2/1、8、15、22 
土曜日 13：30～15：00 

小嶋 友輝恵 
・さいたま市音楽連盟
会員 

・小嶋リコーダー教室
主宰 

￥1,000 
20名、初級者 
20歳以上 

リコーダーの基本的な吹き方から始め、簡卖な曲にもチャレンジし

ます。初めての方も大歓迎です！一緒にリコーダーのアンサンブル

を楽しんでみませんか。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

教材費￥100 

筆記用具、ソプラノリ
コーダー(お持ちでな
い方は無料貸出) 

109 

【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～（全10回） 

中央地域学習センター 

1/10、17、24、31、 
2/7、21、28、3/7、14、21 
金曜日 18：00～20：00 

奥田 健一 
・ギター歴43年 指
導歴23年 

・1990年Peter Paul 
＆ Mary Fan Club
設立 

￥1,000 20名、初級者 

受講料￥5,000 

（￥500×10回） 
教材費￥1,000 

演奏したい楽器、 

筆記用具 やさしいコードで弾き語り。はじめての方、昔挑戦したけれど挫折

してしまった方。今は弾けないあなたも、この講座で弾き語りがで

きるようになります。 

110 

【詩吟講座】 
～お腹からの発声でストレス解消～（全10回） 

東地域学習センター 

1/23、30、2/6、13、20、27、
3/6、13、20、27 木曜日 
13：30～15：30 

小須田 今朝人 
・(公社)日本詩吟学院
師範 

・市内で指導歴21年 

￥1,000 
10名、初級者、 
20歳以上 

漢詩、和歌、俳句を鑑賞しながら、お腹の底から声を出せる発声法、

呼吸法（歌なども同じ）により、吟じられるよう丁寧に説明します。

ぜひ、日本の伝統文化の一つ詩吟を受講してみてください。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 

筆記用具、テープレコ
ーダー（ある方） 

 
 

111 

【やさしい大正琴講座】 ～誮でも弾けます。 
さぁ一緒に楽しみましょう！～（全6回） 

公団地域学習センター 

1/6、20、2/3、17、3/3、17 

月曜日 9：30～11：30 

竹内 和代 

・大正琴講師 

・日本レクリエーショ

ン協会余暇開発士 

￥1,000 15名、初級者 

年齢を問わず簡卖に弾けます。よく歌われてきた曲をやさしい音色

で演奏してみませんか。みなさん一緒に体験して楽しみましょう。

気軽にご参加ください。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥1,800 

筆記用具、大正琴（受

講時間内無料貸出） 

112 

【はじめてのコーラス講座】 
～みんなで楽しくステキなハーモニー！～（全4回） 

文化センター中央公民館 

1/22、29、2/26、 
3/26 水曜日 
13：30～15：30 

岩田 俊子 
・日本音楽療法学会員 

・シニアのコーラス指 
導 

￥1,000 25名、初級者 

基本的な発声を学びながら合唱の楽しさとハーモニ―の美しさを

味わいましょう。夕焼け小焼け・朧月夜・四季の歌・花などを歌い

ます。楽譜の読み方も覚えていきます。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

教材費￥200 

筆記用具、飲み物 

113 

【楽譜の読み方講座】～音程＆音階編～(全3回) 
東間深井学習センター 

1/17、2/21、3/28 
金曜日 
14：00～ 

15：00 

中村 千穂美 
・オンピーノ音楽教室

ピアノ講師 
・日本音楽療法学会員 

￥1,000 
8名、初級者 
20歳以上 

同じ曲でも移調や転調をすることにより雰囲気が変わります。この

高さで歌ったり弾きたいといった時の方法を学びます。音程＆音階

の知識を深めましょう。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

教材費￥150 

筆記用具 

114 

【スクラップブッキング講座】 
～ペーパーギフトアルバム作り～(全3回) 

文化センター中央公民館 

2/13、20、27 
木曜日 

9：30～11：30 

佐藤 和代 
・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾒﾓﾘｰｽﾞ公認

ｱﾙﾊﾞﾑｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ  ー
・自宅､公民館等で指導 

￥1,000 8名、初級者 

ペーパーアルバムは家族で出かけた旅行記、お子様の成長記録、結

婚された方へプレゼントなどに最適です！ぜひ心温まるアルバム

作りを楽しみませんか？ 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

教材費￥2,500 

同じテーマの写真 8
枚、はさみ、練習用の

写真1枚 

※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。 

 

 
  

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(火)～ ９ 月13 日(金) ※土・日・祝日除く 
Ｂ日程 ８月27 日(火)～12 月  ９日(月) ※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(火)～10 月  ４日(金) ※土・日・祝日除く 

Ｂ日程 １２月13 日(金)～12 月20 日(金) ※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 

背景写真：東間の富士塚（浅間神社）にて撮影 

平成25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26年度前期講座（平成

26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誯内） 

〒364-8633 北本市本町1-111 

Tel048-594-5567（直通） Fax048-593-5985 

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

ぜひご覧下さい。 

検 索 

親子参加の場合、二人で受講料8,000円 

 
 

【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着  

●●   親親子子 参参加加・・ 子子どどもも 向向けけ講講 座座   ●●  

№ 
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 

1 

【季節の工作講座】～ハロウィンとクリスマスを身
近な材料で～（全2回） 

文化センター中央公民館 

10/26、11/30 
土曜日 

14：00～ 
16：00 

大山 由規 

・夏休み子ども公民館創
作コース講師16年 

・県内の施設で工作講座

講師 

免除 10名 小学生 

お家にある身近な材料と100円ショップの材料を使ってハロウィ

ングッズとクリスマスリースを楽しく作りませんか。小学生朩満は

保護者同伴で参加できます。 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 

教材費￥300 

はさみ、木工用ボンド、
鉛筆、レジ袋 5枚、プラ
ゴミ袋 1枚、細い油性ペ
ン(黒・赤)、セロテープ 

2 

【小学生の話し方講座】～言いたいこと言えてるか
な？ 人の話し聞いているかな？～（全1回） 

文化センター中央公民館 

10/26 
土曜日 
10：00～ 

12：00 

赤羽 勝子 
・NPO法人話し方ＨＲ

研究所講師 
・埼玉県生きがい大学
講師 

免除 
12名 
小学3～6年生 

あいさつの仕方
しかた

や、自己紹介
じこしょうかい

の練習
れんしゅう

をします。自分
じぶん

の言いたいこ

とをあがらないで話したい人。話をしっかり聞けるようになりたい

人。楽しいよ！ ※保護者の聴講可能です。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥100 

筆記用具 

3 

【リトミック講座】 
～親子で楽しむリトミック～（全7回） 

文化センター中央公民館 

10/21、11/18、12/2、9、 
1/6、2/3、17 
月曜日 

10：00～11：00 

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 15組、子ども 2
～3歳と保護者 

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・心をバランス良く育てる幼児教育です。 

受講料￥3,500 

（￥500×7回） 
タオル、飲み物 

4 

【親子ピラティス講座】 
～出産前の体型に戻そう！～（全4回） 

中央地域学習センター 

10/16、30、11/6、20 

水曜日 
10：30～11：30 

皆川 典子 
・指導歴15年 

・ピークピラティスア
ドバンスマットイ
ンストラクター 

￥1,000 
親子15組、 
0歳(生後6ヶ月以降)～ 
5歳のお子様とママ 

出産してから体型は戻りましたか？子どもを連れて来ながらママ

はピラティスを行いリフレッシュしませんか？親子で体操もして

楽しみましょう。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

ヨガマットまたは厚手の
バスタオル、フェイスタ
オル、飲み物、動きやす
い服装 

5 

【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） 

公団地域学習センター 

10/22、29 
火曜日 
10：30～ 

11：30 

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5組、生後2ヶ月～
ハイハイ前までの赤ちゃ
んとママ 

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

がもっと楽しくなります！ママ友の輪も広がりますよ！！どうぞ

お気軽にご参加ください。 

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、オムツ、着
替え 

●●   料料理理 講講座座   ●●   

№ 
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 

6 

【簡卖！手打ちうどん講座】 
～讃岐うどんを家庭で作ろう！～（全3回） 

本町西高尾学習センター 

10/19、26、11/9 
土曜日 

9：00～12：00 

山口 正南 
・手打ちうどん歴10年 

・そば道場大心堂会員 

￥1,000 
12名 
20歳以上、初級者 

讃岐うどんを家庭でも簡卖に打てるようになります。女性の方でも

楽に打てます。水と塩、本場讃岐で収穫された小麦粉でコシの強い

うどんが打てるのは感動です。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥2,400 

バンダナ(タオル可)、エ
プロン、タオル 2枚、う
どん持ち帰り用密閉容器 

7 

【手打ちそば講座】～自分で打ったそばを食べた
い！はじめてのそば打ち～（全3回） 

本町西高尾学習センター 

10/20、27、11/3 
日曜日 

9：00～12：00 

早川 澄雄 
・調理師 

・手打ちそば指導歴 
13年 

・そば道場大心堂代表 

￥1,000 15名 初級者 

はじめての方でも長くつながったそばを打つことができます。簡卖

なそば料理も作り試食します。女性の方でも楽に打てます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥3,000 

バンダナ(タオル可)、
エプロン、タオル2枚、
生そば持ち帰り容器 

 
 
8 

【中国家庭料理講座】 
～中国人嫁の作る本場の家庭料理～（全5回） 

本町西高尾学習センター 

10/25、11/8、29、 
12/13、27 

金曜日 
9：30～11：30 

楊 鳳秋 
・日中学院、市内外サ
ークル中国語講師

(10年以上) 
・中国語普通話(標準
語)一級 

￥1,000 20名 

中国の单の「桂林」、真ん中の「重慶」、北方の「大連」から来た

中国人嫁が家庭料理を紹介します。中国の单方料理、四川料理、北

方の麺類など、本場の味を堪能していただけます。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

教材費￥3,000 

エプロン、雑巾、 
タオル 

9 

【男の台所講座】 
～50歳以上男性限定!基本の料理～(全3回) 

中丸学習センター 

11/4、11、12/2 
月曜日 
13：30～16：00 

斉藤 幸展 
・あさひ料理教室主宰 
・調理師専門学校元教員 

・料理講習会の講師、
審査員 

￥1,000 
20名 
50歳以上の男性 

男性が料理に関心を持つことは人生をさらに豊かにします。今回の

メインは①親子丼、②麻婆豆腐、③さんまの蒲焼。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、筆記用具 

10 

【手作りパンとお菓子の講座】 
～自宅で美味しいパンやお菓子を作ろう～(全4回) 

中丸学習センター 

10/17、24、31、11/7 
木曜日 
13：30～16：00 

斉藤 幸展 

・あさひ料理教室主宰 
・調理師専門学校元教員 
・料理講習会の講師、

審査員 

￥1,000 20名 

初めての方でも無理なく楽しく、パン生地をこねるところから焼き

上げる全ての工程を学習します。シュークリーム、シフォンケーキ、

ピザなどお手製のお菓子やパンを作ってみませんか。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

教材費￥3,200 

エプロン、ハンカチ、
タオル2枚、筆記用
具、持ち帰り用器 

※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。

 

 

 

【１～３月に講座開始されるもの】※申込期間：８月27 日（火）～12 月９日（月）必着  

№ 
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 

96 

【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） 

東間深井学習センター 

1/23、30 木曜日 
10：30～ 
11：30 

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5組、生後2ヶ月～
ハイハイ前までの赤ちゃ
んとママ 

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

がもっと楽しくなります！ママ友の輪も広がりますよ！！どうぞ

お気軽にご参加ください。 

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、オムツ、着
替え 

97 

【親子で楽しむアート講座】 
～アートを楽しみ感性を豊かに～（全2回） 文化センター中央公民館 

1/17、31 金曜日 

10：00～11：00 

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 
親子10組、2～4歳の
お子様とその保護者 

「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親子で体験しましょう。気軽に楽しめ、

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￥1,000 
（￥500×2回） 

教材費￥1,000 

 

なし 

98 

イケコの女性のからだ骨盤講座～初級編～（全3回） 中央地域学習センター 

3/12、19、26 
水曜日 
10：00～11：00 

小林 和美 

・IFF国際認定ﾌｪﾙﾃﾞﾝｸ
ﾗｲｽ・ﾌﾟﾗｸﾃｨｼｮﾅ  ー

・姿勢体操、ｲｽ体操、

寝ころ美体操ｸﾘｴｰﾀ  ー

￥1,000 
20名、女性 

初級者 

女性のからだ×骨盤チェック×骨盤体操×赤ちゃんの動き。赤ち

ゃんの動きを再体験することは自分の動きを知る上で深い意味が

あります。おまけに楽しいです。 

受講料￥1,500 

（￥500×3回） 

バスタオル、フェイスタ
オル、敷きマット（ヨガ
マット・アウトドア用銀
マット可） 

99 

【はじめてのヨガ講座】 
～ヨガはココロとカラダのセルフケア～（全8回） 

西部学習センター 

1/14、21、28、 

2/4、18、25、 
3/4、11 
火曜日 13：30～15：00 

国峰 薫 
・PFAﾖｶﾞﾗｲｾﾝｽ認定 

ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 
・ﾐｭｳﾎﾞﾃﾞｨﾌｯﾄｽｸｰﾙ 
認定ﾌｯﾄﾘﾌﾚｿﾛｼﾞｽﾄ 

￥1,000 
10名、20歳以上女性 

初級者、中級者 

疲れを解消するポーズやアンチエイジングのポーズをとり、ゆった

りとしたペースで進めていきます。呼吸で頭や心、体を一つにしま

しょう。初めての方大歓迎です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

飲み物、汗拭き用タオル、
ヨガマットまたはバスタ
オル、動きやすい服装 

100 

【健康体操講座】 
～快い音楽を聞きながら♪～（全4回） 

東間深井学習センター 

1/15、29、2/12、26 

水曜日 
14：00～15：15 

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10年 

￥1,000 
15名、初級者 
概ね55歳以上の女性 

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￥2,000 
（￥500×4回） 

汗拭き用タオル、運動
のしやすい服装・靴、

飲み物 

 
 

101 

【健康体操講座】～和(NOSS)と洋の踊りを取り入れ
た健康づくり～（全8回） 中央地域学習センター 

1/16、23、30、2/6、13、 

2/20、27、3/6 木曜日 
14：00～15：15 

横田 増子 
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｺ ﾃーﾞｨﾈｰﾀ  ー

・NOSSｲﾝｽﾄﾗｸﾀ  ー
・彩講会会員 

￥1,000 
15名、初級者 
20歳以上 

ストレッチ、筋トレ、有酸素運動を基本に、和(NOSS)と洋の踊り、

レクレーションダンスを楽しみながらの健康体操講座です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥100 

動きやすい服装、 

手拭い、靴下、飲み物 

102 

【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） 

西部学習センター 

1/22、2/12、26、 

3/12 水曜日 
14：00～15：40 

 
小野 祐希 
・足もみ教室開催 

・自宅サロン主宰 

￥1,000 20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も

いつでも誮でも短時間でできる健康法です。自分の身体の健康チェ

ックをしましょう！！ 

受講料￥2,000 

（￥500×4回） 
教材費￥200 

足もみ棒、ハンドクリ

ーム、フェイスタオル
１枚、飲み物（白湯） 

103 

【中高年のための山登り講座】 
～「最後の講義」～（全2回） 

文化センター中央公民館 

2/1、15 土曜日 

13：30～ 
16：30 

古川 一雄 

・山の会「山湯会」を
主宰 

・日本自然保護協会自

然観察指導員 

￥1,000 
15名、初級者、 
45歳以上 

山の基礎知識と安全・安心登山のための装備や技術をお話ししま

す。キタガク設立以来多くの方に受講いただきましてありがとうご

ざいました。今回が「最後の講義」です。 

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 

104 

【中国語講座】～中国旅行を想定した10場面ごと
のフレーズで学ぶ～（全5回） 文化センター中央公民館 

1/14、28、2/18、3/4、18 

火曜日 9：30～10：30 

楊 鳳秋 
・日中学院・市内外サ

ークル中国語講師
(10年以上) 

・中国語普通話(標準

語)一級 

￥1,000 15名、初級者 

言葉を覚えて行く旅は楽しさ倍増です。基本フレーズの卖語を置き

換えるだけでたくさんの会話ができます。文化・習慣も紹介します。

どなたでも気軽に参加してください。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

教材費￥500 
筆記用具 

 
 

105 

【美しい韓国語講座】 
～韓国語を基本から学ぼう～（全8回） 文化センター中央公民館 

1/16、23、2/6、13、27、 
3/6、20、27 木曜日 
14：00～15：00 

河 世江 
・韓国外国語大学卒 
外国人のための韓

国語専攻 
・韓国語正教師資格 

￥1,000 20名、初級者 

韓流ドラマを見て韓国語に興味を持った方、ここで韓国語を一から

しっかり学んでみませんか。いつの間にか韓国語が読める驚きを皆

さんに。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

教材費￥500 

ノート、 

筆記用具 

※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。 

持病のある方は事前に医師へ参加についてご相談ください。 

足もみ棒が必要な方は当日500円で購入できます。 

夫婦で参加の場合は教材費１名分 



 

 

【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着    

№ 
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 

87 

【消しごむはんこ講座】 
～簡単！年賀状などのはんこを作ろう～（全5回） 

西小学校地域活動室 

10/21、28、11/18、25、12/2 
月曜日 10：00～11：30 
※お車でのお越しはご遠慮ください 

今川 もみ 
・はんこインストラクター 

・国立科学卙物館、公
民館などで指導 

￥1,000 10名、18歳以上 

受講料￥2,500 

（￥500×5回） 
教材費￥1,700 

筆記用具、カッター(大・
小)、彫刻刀(持っている
方)、スタンプインク 

思ったより簡単に作れる消しごむはんこ。季節印（紅葉・クリス

マス・年賀状）や氏名のはんこなどを作り、ハガキや布に捺して

オリジナル作品を楽しく作りましょう。 

88 

【手軽に楽しむ手芸講座】 
～ポケットinポーチを作ろう～（全1回） 文化センター中央公民館 

12/2  月曜日 
13：30～15：30 

清水 光枝 
・(財)日本手芸普及協

会講師 
・北本市文化センター
にて個展開催予定 

￥1,000 10名 

サイフの中にサイフがあり、小銭とお札を分けられます。簡単に

作れるのでお友達へのプレゼントにも最適です。気軽に楽しんで

みましょう。 

受講料￥500 

（￥500×1回） 
教材費￥1,000 

裁縫道具一式、 

ボール紙30cm×30cm 

 
 
89 

【津軽こぎん刺し講座】～津軽伝統のこぎん刺しで
身近に使えるものを作ろう～（全6回） 

文化センター中央公民館 

10/29、11/12、26、 
12/3、10、17 
火曜日  

9：30～11：30 

野島 悦子 
・こぎん刺しの地元 

津軽地方出身で長
年親しむ 

・自宅にて指導 

￥1,000 10名、初級者 

青森県津軽地方の伝統刺し子である“こぎん刺し”は、布目をひ

ろって美しい模様を作る刺し子で難しくはありません。身近なテ

ィッシュケースや携帯ストラップなど作っていきましょう。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥1,200 

糸切りばさみ、 
縫い針（細目のもの）、
定規（20cm程度） 

90 

【おむつケーキ作り講座】～出産祝い№１使える贈
り物をプレゼントしよう!!～（全2回） 

文化センター中央公民館 

12/12、19 
木曜日 
10：00～11：30 

田中 遙子 

・日本おむつケーキ 
協会会員 

・カルチャー教室講師 

￥1,000 10名、初級者 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 
教材費￥4,000 

筆記用具、はさみ、 

低温グルーガン 紙おむつで作るデコレーションケーキは使える贈り物としてママ

たちに大変喜ばれています。華やかに２段ケーキを作ります。 

91 

【多肉植物入門講座】 
～収集・寄せ植えを楽しむ方法～（全6回） 

文化センター中央公民館 

10/15、11/26、12/10、 
1/7、28、2/25 
火曜日 

9：30～11：30 

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 

世界中に分布している多種多様の多肉植物を配布して、解説しな
がら栽培方法や寄せ植えの仕方を実技で学習します。楽しくアロ

エやサボテンが収集できます。 

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 

92 

【ガーデニング講座】～あなたのお庭をオシャレなミ

ニ・ヨーロッパ風に変身させてみませんか！～（全3回） 
文化センター中央公民館 

11/12、12/10、2/25 
火曜日 
10：00～12：00 

浪井 弘子 
・日本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 

・ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊ ﾙ゙
埻玉 県知事賞受賞 

￥1,000 15名 

ハンギングバスケット（空中花壇）を作ってあなたのお庭もミニ

ヨーロッパ風に変身させてみませんか！！花はあなたに喜びと心
の安らぎを与えてくれます。 

受講料￥1,500 

（￥500×3回） 
教材費￥9,500 

エプロン、はさみ、 

薄手ビニール手袋（ぴっ
たりしたもの） 

93 

【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 

10/31、11/28、12/26、1/30、
2/27、3/27 木曜日 
14：00～15：30 

北川 豊明 
・バラ栽培に長年従事 
・市内外の公民館にて 

バラ講習会講師 

￥1,000 15名、初級者 
20歳以上 

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

後の剪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 バラ苗鉢
持帰り用袋 

94 

【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6回） 

文化センター中央公民館 

10/24、11/7、12/5、 

1/9、2/6、3/6 
木曜日 
10：00～11：30 

中川 禎子 

・世界らん展にてﾃﾞﾓﾝ
ｽﾄﾚｰｼｮﾝ 講習会 

・(公社)日本ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞ

ｲﾅｰ協会公認校 

￥1,000 16名、初級者 

ハロウィン・ドイツクリスマスリース・お正月ドア飾り・ひな祭

りアレンジなど、生花からプリザーブドフラワーを使用した多彩

な講座内容となっています。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

教材費￥12,000 

花切りバサミ、持ち帰り
袋、新聞紙 

95 

【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6回） 

文化センター中央公民館 

10/26、11/16、12/21、 

1/18、2/15、3/15 
土曜日 
13：30～15：00 

中川 禎子 

・世界らん展にてﾃﾞﾓﾝ
ｽﾄﾚｰｼｮﾝ 講習会 

・(公社)日本ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞ

ｲﾅｰ協会公認校 

￥1,000 16名、初級者 

ハロウィン・ドイツクリスマスリース・お正月ドア飾り・ひな祭

りアレンジなど、生花からプリザーブドフラワーを使用した多彩

な講座内容となっています。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

教材費￥12,000 

花切りバサミ、持ち帰り
袋、新聞紙 

※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。 
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● スポーツ・健康・美容 ● 【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着   

№ 
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 

11 

【ゆら～りゆったりフェルデンれっすん講座】 
～からだをらく～にしてくれる体操をご一緒に～(全8回) 

東間深井学習センター 

10/24、31、11/7、14、21、28、 
12/5、12 木曜日 

10：00～11：10 

米田 初美 
・フェルデンクライス

メソッドレッスン
教室指導者 

・元中学校体育教師 

￥1,000 
12名、20歳以上 

初級者、中級者 

痛い所、気になる所などの痛みや悩みと上手に付き合い、改善の方

向を探すレッスンです。自分の体をより深く理解できます。床に寝

て楽にゆったり動きます。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

バスタオル1枚（ヨガ
マット、銀マット可）、
フェイスタオル1枚 

12 

イケコのお腹ウエストやせ体操（全8回） 
中央地域学習センター 

10/21、11/4、18、12/9、 

1/6、20、2/3、17 月曜日 

10：30～11：30 

小林 和美 
・IFF国際認定ﾌｪﾙﾃﾞﾝｸ
ﾗｲｽ・ﾌﾟﾗｸﾃｨｼｮﾅ  ー

・姿勢体操、ｲｽ体操、
寝ころ美体操ｸﾘｴｰﾀ  ー

￥1,000 
20名、 
寝ころ美体操、イケコ式イス体
操、フェルデンクライス受講者 

ほぐして、ほぐして、ゆっくりねじって、絞ります。ポイントは隅々

まで小さく動いてほぐすこと。ほぐせばいくらでもねじれます。 
受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

バスタオル、ヨガマッ

ト（アウトドア用銀マ
ット） 

13 

【姿勢が良くなるイス体操講座】 
～顔こり肩こり顎こりに効きます！～(全6回) 

文化センター中央公民館 

10/21、11/11、12/2、16、 
1/6、2/3 月曜日 
10：00～11：00 

吉村 美喜 
・イケコ式スケルタル

アレンジ(イス体操)
免許資格所有 

・スタジオにて指導 

￥1,000 
15名、中高年、 

初級者 

年齢に関係なくイスに座って行うコミュニケーションエクササイ

ズです。自分の動き癖に気づき、体のバランスを整え、心も体もリ

ラックスします。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
タオル、 
飲み物 

14 

【健康ストレッチヨガ講座】～リラックスタイムと
健康美をあなたに！～(全6回) 

公団地域学習センター 

10/16、30、11/13、27、 
12/11、25 水曜日 

10：00～11：30 

渡辺 すみ江 
・イシュタ・ヨガ イン
ストラクター 

・家庭物理療法師 

￥1,000 15名、中高年の女性 

ヨガでゆっくりご自分の心と体に向き合ってみませんか？簡単な

ポーズからやさしく始めます。日頃の運動不足を感じている方はお

気軽にご参加ください！ 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

ヨガマット(またはバ

スタオル）、動きやす
い服装 

15 

【ビューティー＆リラックスヨガ講座】 
～サビつきを取り若々しいカラダに～（全8回） 

文化センター中央公民館 

10/22、29、11/5、26、 
12/3、10、17、1/7 

火曜日 
13：30～15：00 

国峰 薫 
・PFAﾖｶﾞﾗｲｾﾝｽ認定 
ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

・ﾐｭｳﾎﾞﾃﾞｨﾌｯﾄｽｸｰﾙ 
認定ﾌｯﾄﾘﾌﾚｿﾛｼﾞｽﾄ 

￥1,000 
10名、20歳以上女性 
初級者、中級者 

ご自分の身体をどこまで知っていますか？関節の滑らかな動きは

若さのバロメーター。どれだけ細やかにコントロールできるか、 

ご一緒にやってみましょう。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

飲み物、フェイスタオル
１本、ヨガマットまたは
バスタオル、動きやすい
服装 

16 

【健康体操講座】 
～快い音楽を聞きながら♪～（全4回） 

東間深井学習センター 

10/16、11/6、20、 

12/4  水曜日 
14：00～15：15 

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10年 

￥1,000 
15名、初級者 
概ね55歳以上の女性 

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￥2,000 
（￥500×4回） 

汗拭き用タオル、運動

のしやすい服装・靴、
飲み物 

 
 
17 

【にこにこ健康体操講座】 
～無理なくストレッチで健康に！～（全5回） 

中丸学習センター 

10/24、31、11/7、14、21 
木曜日 
13：30～15：00 

犬飼 貴子 
・スポーツクラブ指導

歴18年 
・中高年健康体操指導
歴9年 

￥1,000 
20名、初級者 
概ね50歳以上 

健康で毎日過ごせるように、全身を動かしストレッチやマッサージ

で身体を軽くしていきます。楽しく・無理なく！！遊びに来る気持

ちで参加してください。 

受講料￥2,500 

（￥500×5回） 

スポーツタオル、バス
タオル、飲み物、運動
しやすい服装 

18 

【ルーシーダットン講座】～ヨガより簡単に楽しめ
るタイ式自己整体を体験してみませんか～(全6回) 

文化センター中央公民館 

10/16、30、11/6、 
11/13、27、12/4 

水曜日 
9：30～10：30 

星野 里香 

・STCCﾙｰｼｰﾀﾞｯﾄﾝｲﾝｽﾄﾗ
ｸﾀｰｺｰｽ修了 

・STCCﾀｲﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙﾏｯｻ

ｰｼﾞﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ修了 

￥1,000 20名、初級者 

タイの伝統的な自己整体法でリンパや血液の流れを活発にし、身体

のゆがみを整えるタイ式ヨガです。体力に自信のない方や身体の硬

い方も楽しめます。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

ヨガマット(またはバ
スタオル)、動きやす
い服装、飲み物、タオ
ル 

19 

【女性限定！タイ式ペアストレッチ講座】～簡単なマ

ッサージとストレッチで身体をほぐしましょう～(全6回) 文化センター中央公民館 

10/16、30、11/6、13、27、12/4 
水曜日 

10：50～11：50 

星野 里香 

・STCCﾙｰｼｰﾀﾞｯﾄﾝｲﾝｽﾄﾗ
ｸﾀｰｺｰｽ修了 

・STCCﾀｲﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙﾏｯｻ

ｰｼﾞﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ修了 

￥1,000 
16名、初級者 

女性限定 

本場古式タイ式マッサージのストレッチとほぐしを参考にしたペ

アストレッチで気持ち良く身体をほぐしましょう。二人で行うヨガ

を体験しませんか。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

ヨガマット(またはバ
スタオル)、動きやす
い服装、飲み物、タオ
ル、ソックス 

 
 
20 

【初めてのフラダンス講座】～基本ステップを覚え
て１曲マスターしよう～（全8回） 

中央地域学習センター 

10/21、11/4、18、12/2、16、

1/6、20、2/3 

月曜日 

13：30～15：00 

石澤 陽子 
・フラダンス歴14年 
・指導歴7年 

・市外公民館等で指導 

￥1,000 20名、初級者 

基本のステップやハンドモーションを学び、楽しみながら１曲踊れ

るようにレッスンしていきます。もう気持ちはハワイアン！初めて

の方大歓迎です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥200 

動きやすい服装（できれ
ばゆったりしたスカート
着用）、足拭きタオル、
汗拭きタオル、飲み物 

 
 
21 

【社交ダンス講座】～健康と美容、姿勢を良くした
い方楽しくレッスンを！～（全12回） 

中丸学習センター 

10/15、29、11/5、19、 

12/3、17、1/7、21、 

2/4、18、3/4、18 

火曜日 9：30～11：30 

櫛谷 正治 

・(公社)全日本ダンス
協会連合会所属認定
教師 

・ダンス技術指導歴25
年 

￥1,000 
10名、初級者 

20歳以上 

姿勢を正して歩く。楽しい音楽にのって踊る。初めての方でもすぐ

に踊れてしまうのがダンスの魅力です。足腰の筋肉を楽しくダンス

で鍛えてみませんか。「今がその時です！」 

受講料￥6,000 

（￥500×12回） 

動きやすい服装（持って
いる方はダンスシュー
ズ）、タオル、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。 

持病のある方は事前に医師へ参加についてご相談ください。 低温グルーガンをお持ちでない方は初日に850円で別途購入できます 

H25前期受講者は教材費1,400円 

持病のある方は事前に医師へ参加についてご相談ください。 

 

 

【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着    

№ 
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 

22 

【社交ダンス講座】 
～リズムに乗って楽しく踊れる！～（全12回） 

中丸学習センター 

11/2、9、16、30、12/21、 

1/11、18、25、2/15、22、 

3/8、22 土曜日 

10：00～11：30 

栗原 弘子 
・社交ダンス教師資格

所有 
・指導歴37年 

￥1,000 
15名 
初級者、中級者 

友達を作り、リフレッシュできる趣味を持つため社交ダンスを楽し

みませんか。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。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

動きやすい服装、タオ
ル、飲み物 

23 

【社交ダンス講座】～全身運動で健康な若々しい身
体作りにチャレンジしましょう！！～（全10回） 

中央地域学習センター 

11/24、12/1、8、1/12、19、 

2/2、9、3/2、9、16 

日曜日 

9：30～11：30 

多武 恵美子 

・全日本ダンス協会連
合会 日本舞踏教師

協会会員 

￥1,000 10名、初級者 

パーティーでも楽しく踊れる基本のステップをゆっくりわかりや

すくお伝えします。さぁあなたも元気に社交ダンスに挑戦してみま

せんか？ 

受講料￥5,000 

（￥500×10回） 

タオル、飲み物、動きや
すい服装、運動靴または
上履き(お持ちの方はダ
ンスシューズ) 

24 

【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～（全4回） 

文化センター中央公民館 

10/26、11/9、30、 
12/7 土曜日 
9：30～11：30 

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楽しみ

は倍増し、健康美を獲得できます。ウォーキングは最良のアンチエ

イジングです。 

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 

25 

【股関節ウォーキング講座】 
～歩くのが楽になる～（全4回） 

東地域学習センター 

10/21、11/11、 

12/2、9 月曜日 
9：30～11：30 

高橋 清 
・魂合気研究会道場で
指導 

￥1,000 10名 

大腰筋を使った歩行は颯爽とした「腰歩き」です。足全体をリラッ

クスさせたまま楽な歩行ができ、転ぶこともなくなります。この機

会に歩行を見直しませんか。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

動きやすい服装、タオ
ル、飲み物 

26 

【健康のためのスポーツ吹矢講座】 
～スポーツ吹矢を通して心も体も健康に～（全5回） 

体育センター 

10/26、11/9、11/30、 

12/7、21 土曜日 
13：30～15：00 

林 恒男 
・(社)日本スポーツ吹
矢協会公認五段、上

級公認指導員、埻玉
県協会長 

￥1,000 
10名 
小学生～高齢者まで 

腹式呼吸を中心とした「吹矢式呼吸法」の練習と基本動作を学び、

実技を通してスポ―ツ吹矢の健康的効果を実感します。 
受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

上履き・筆記用具 

27 

【フラワーハートセラピー講座】～あなたの生活に
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 

11/17、12/15、1/19、2/9、 

3/9 日曜日 
9：30～ 
11：30 

佐々木 由美 
・NPO法人IATH日本ﾌﾗ

ﾜｰｾﾗﾋﾟｰ協会会員 
・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 
男性も歓迎 
※お子様連れでの受講は
ご遠慮ください。 

眺めているだけで癒される花たち。セラピー効果のあるお花を使っ

て自分を見つめたり、テーマ別のアレンジをしたり、癒しの時間を

共有してみませんか。 

受講料￥1,500 
（￥300×5回） 
教材費￥8,100 

花ばさみ、カッター、新
聞紙、雑巾、ゴミ袋、作
品持ち帰り用の箱又は袋 

 
 
28 

【女性のための正しいスキンケア講座】 
～年齢に負けない美肌づくりを目指して～（全2回） 

文化センター中央公民館 

10/21、11/11 
月曜日 
10：00～12：00 

守山 幸子 
・スキンケアアドバイザー 
・市外でスキンケア講

座開催 
・自宅にてフェイシャ
ルエステ実施 

￥1,000 15名、16歳以上 

お肌のお悩みは皆持っているはず。お肌の仕組みを知ることにより

お悩み解決のスキンケアを学びましょう。2回目は基本的な眉の描

き方も講習します。 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 

教材費￥200 

鏡、タオル、眉カット
ばさみ（2回目） 

 
 
29 

【カラダのメンテナンス講座】 
～若い！と言われるカラダの作り方～（全5回） 

文化センター中央公民館 

10/18、25、11/1、8、22 
金曜日 

14：00～15：30 

走尾 千恵美 
・栄養士 
・ケガ、病気を防ぐ食

べ方セミナー 個別
指導講師 

￥1,000 
10名、初級者 
30歳以上 

アスリートのコンディショニングルームで働く栄養士が、座学と簡

単な体操を交えて、いつまでも若さを保つ食べ方と姿勢の作り方を

お伝えします。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

教材費￥1,500 

はさみ、色鉛筆、筆記
用具、動きやすい服装 

30 

【中医アロマ講座】～東洋医学とアロマで「めぐる
カラダ」を手に入れよう！～（全6回） 

本町西高尾学習センター 

10/21、11/11、12/2、16、 

1/6、20 月曜日 
9：30～11：30 

木村 牧子 
・中医ｱﾛﾏ協会認定中医

ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ 
・整体師 

￥1,000 
6名、初級者 
※皮膚の弱い方は事前に
ご相談ください 

中医アロマセラピーは漢方を処方するように精油を選びます。ブレ

ンドオイルを使い、ツボや経絡をつかったセルフケアを学んで「め

ぐるカラダ」を手に入れましょう。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
教材費￥8,000 

筆記用具、タオル、マ
グカップ 

31 

【中医アロマ講座】～東洋医学とアロマの力で美し
く歳を重ねよう～（全6回） 

東地域学習センター 

10/23、30、11/13、27、 
12/11、25 水曜日 
9:30～11:30 

木村 牧子 

・中医ｱﾛﾏ協会認定中医
ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ 

・整体師 

￥1,000 
6名、初級者 
※皮膚の弱い方は事前に
ご相談ください 

漢方を処方するように精油を選びブレンドオイルを作ります。オリ

ジナルのオイルで、ツボや経絡をマッサージしてカラダの中から美

しく健康になりませんか。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
教材費￥8,000 

筆記用具、タオル、マ
グカップ 

32 

【やさしいアロマテラピー講座】～さぁあなたもア
ロマテラピーを始めましょう！～（全6回） 

本町西高尾学習センター 

10/16、11/20、12/18、1/29、
2/19、3/19 
水曜日 

9：15～10：15 

内田 和穂子 
・(公社)日本ｱﾛﾏ環境協

会認定 ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ、

ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀ  ー

￥1,000 12名、初級者 

アロマテラピーって何？まったく初めての方でも精油の基礎知識

が身につき、使い方が分かるようになる講座です。精油を使用した

手作り品も作製します。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥3,500 

筆記用具 

※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。 

 

 

● 園芸・クラフト ●    【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着   

№ 
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 

【陶芸講座】～自然に囲まれた場所で夢中になって
創作～(全8回) 

中丸学習センター 

10/15、22、29、11/5、12、19、 

11/26、12/3 

火曜日 

9：30～11：30 

原口 日出子 

・陶芸指導歴43年 
・吉見町でクラフト教
室主宰 

￥1,000 
16名、15歳以上 
初級者、中級者 

日常的に使う、茶碗、小鉢、湯呑や装飾のある小皿をあなた自身の

手で作りましょう。窯から出す時は「これが私の作品！」と驚きと

感動がうまれます。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥7,000 

はさみ、広告紙、 

筆記用具、エプロン 

79 

【陶芸講座】～自分で作った茶碗やお皿で“お茶会
をしましょう”～（全3回） 

文化センター中央公民館 

10/26、11/9、30 

土曜日 

13：30～16：30 

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) 

80 

【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 

11/1、15、12/6、20、 
1/10、24、2/7、21 
金曜日 

13：30～16：00 

仲 恵理子 
・陶芸講師歴19年 
・越生町にて窯・陶芸

教室運営 
・女子美術短期大学卒 

￥1,000 
20名、18歳以上 
初級者、中級者 

月２陶芸はやさしい基本編と自由に作る応用編の２本立てです。土

鍋、グラタン皿作りの他、クリスマスやお正月に使いたくなる器を

作ります。 

受講料￥4,000 

（￥500×8回） 
教材費￥8,000 

エプロン、筆記用具 

81 

【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 

11/1、15、12/6、20 

金曜日 9：30～12：00 

※12/20は本町西高尾学習センター 

仲 恵理子 

・陶芸講師歴19年 
・越生町にて窯・陶芸
教室運営 

・女子美術短期大学卒 

￥1,000 
10名、18歳以上 

初級者、中級者 

今年もそばを味わう器、一揃いを６種２組ずつ作ります。普段使い

としても楽しめる器、最終日には焼き上がった作品で手打ちの新そ

ばをみんなでいただきます。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

教材費￥5,000 

エプロン、 

筆記用具 

82 

【木目込人形講座】 
～和布を使って愛らしい稚子作り～（全4回） 

南部学習センター 

10/19、26、11/2、9 
土曜日 
14：00～16：00 

小林 若子 
・真多呂人形学院教授 
・市内地域コミュニテ
ィ祭で作品展示 

・市内で教室講師 

￥1,000 4名、30歳以上 

桐の粉でできているボディーに布を目うちで溝に木目込んでいき

ます。着物、帯、頭、手を思い思いに作りあげた自分だけの愛らし

い一体です。 

受講料￥2,000 

（￥500×4回） 
教材費￥2,000 

はさみ(眉カット用)、

目うち(先端の細いも
の)、ぬれ布巾 

83 

【銅板クラフト講座】～世界にひとつだけのオリジナ
ルの銅カップを作ろう!!～（全4回） 

野外活動センター 

11/5、12、 

11/19、26 
火曜日 
14：00～16：00 

原口 美喜麿 
・東京芸術大学卒 

・造形作家 

￥1,000 12名、18歳以上 

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￥8,000 

ノート、筆記用具、ボ

ロ布、作業用エプロン 

84 

【はじめてさんのつまみ細工講座】 
～布花のアクセサリー～（全3回） 

文化センター中央公民館 

10/30、11/6、 

11/27 
水曜日 
10：00～12：00 

広川 永子 

・江戸つまみかんざし
職人に師事 

・創作つまみかんざし

作家 

￥1,000 10名、初級者 

つまみ細工の基本を学びながら実用的な小物を作ります。ショール

ピンやブローチなど、きもの生地などで和の花を作ります。1回の

講座で1作品お持ち帰りできます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

教材費￥2,400 
ぬれタオル 

85 

【つまみかんざし講座】～七五三のつまみかんざし
を作りましょう～（全3回） 

文化センター中央公民館 

10/26、11/30、 
12/7 

土曜日 
14：00～16：00 

広川 永子 
・江戸つまみかんざし

職人に師事 
・創作つまみかんざし
作家 

￥1,000 
10名 
初級者、中級者 

全３回でちりめんの梅と小菊のかんざしを作ります。娘さんやお孫

さんの七五三に手作りのかんざしはいかがでしょうか。花色、金具

もお選びいただけます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥2,800 

ぬれタオル、ハサミ、
定規 

86 

【スクラップブッキング講座】 
～幸せを綴るアルバム作り～（全3回） 文化センター中央公民館 

11/22、29、12/6 
金曜日 9：30～11：30 

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､公民館等で指導 

￥1,000 
 
10名 

今年撮った大切な写真は今年の内にアルバムに綴りましょう。家

族、自分用はもちろん、コメントを添えプレゼントすると心のこも

ったアルバムレターになります。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

教材費￥2,500 

同じテーマの写真8

～10枚、練習用写真1
枚、はさみ 

※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。 “中医アロマで「めぐるからだ」を作る”を持っている方 教材費6,600円 

“中医アロマで「めぐるからだ」を作る”を持っている方 教材費6,600円 



 
【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着  

№ 
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 

 
 
66 

【初心者オカリナ講座】～やさしい音色のオカリナ
を吹いてみませんか♪～（全6回） 

東地域学習センター 

10/23、30、11/13、27、 
12/11、25  

水曜日 
10：00～12：00 

石塚 亮子 
・オカリナ歴6年 
・自宅で教室開催 

・市内の施設等にボラ
ンティア訪問 

￥1,000 10名、初級者 

オカリナは素朴なやさしい音色の楽器です。音の出し方、指の押さ

え方から始め、尐しずつ曲に挑戦します。オカリナのアンサンブル
を楽しんでください。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
教材費￥1,000 

筆記用具 

67 

【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～（全10回） 

中央地域学習センター 

10/18、25、11/1、8、15、22、 

11/29、12/6、13、20 
金曜日 18：00～20：00 

奥田 健一 

・ギター歴43年 

・指導歴23年 

・1990年Peter Paul & 

Mary Fan Club設立 

￥1,000 20名、初級者 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥1,000 

演奏したい楽器、 
筆記用具 やさしいコードで弾き語り。はじめての方、昔挑戦したけれど挫折

してしまった方。今は弾けないあなたも、この講座で弾き語りがで
きるようになります。 

68 

【女性のための演歌講座】～初めての方も歌ってみ
ませんか？楽しくなりますよ！！～（全12回） 

東地域学習センター 

10/19、26、11/9、16、 

12/14、21、1/11、18、 

2/8、15、3/15、22 

土曜日 13：30～15：30 

三瓶 七利子 

・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（19

年間） 

￥1,000 
15名、初級者 
55歳以上の女性 

歌は丌思議な力があります。友達を作ってくれたり、健康にしてく
れたり、家族を楽しませてくれたり、魔法のようですね。この講座
では発声練習から、1回で1曲憶えられるよう歌っていきます。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,200 

筆記用具、 

飲み物 

69 

【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 

10/17、24、31、11/7、14、28、 

12/12、19 木曜日 

13：30～15：00 

小堀 英子 

・高橋歌謡学院師範 

・市内外で指導(20年

以上) 

￥1,000 
25名 
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 

70 

【民謡太鼓講座】～日本文化の民謡に合わせて太鼓
を勉強しよう～（全5回） 

西部学習センター 

10/26、11/2、9、30、12/7 
土曜日 

13：30～15：00 

佐藤 月信 

・埼玉県民謡協会丂段
名誉教授（唄・三味
線・太鼓） 

・指導歴23年 

￥1,000 
6名、初級者 

高校生以上  

太鼓・三味線・尺八の楽器に合わせて民謡の唄を勉強し、太鼓を楽

しみながら脳を活性化しましょう。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

教材費￥1,000 

筆記用具、タオル 

71 

【民謡講座】～うたの苦手こくふく講座～（全8回） 西部学習センター 

10/24、31、11/7、14、21、28、 
12/5、12 木曜日 

13：30～15：30 

田口 明満 

・民謡師範 

・民謡指導歴22年 

￥1,000 
10名、初級者 

18歳以上 

日本で古くから遊びや仕事、儀式の中でみんなで歌い続けてきた

「わらべうた」や「民謡」を基本から丁寧に行います。民謡の楽し
みを体験できます。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

筆記用具、 
ベルトまたは腰紐 

72 

【民謡講座】 
～た・の・し・い♪民謡講座～(全6回) 

南部学習センター 

10/22、11/12、26、12/10、 

1/14、28 火曜日 

13：30～15：30 

藤本 秀遙芽 

・藤本流師範 

・日本郷土民謡協会認

定教授 

・埼玉県民謡協会丂段

教授 

￥1,000 8名、初級者 

歌が苦手と思わないで、思い切り声を出して歌いましょう。健康に

もストレス解消にもなります。黒田節や花笠音頭で声をならして、
尺八唄にも挑戦し楽しみましょう。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
教材費￥200 

筆記用具 

73 

【民謡唄と三味線講座】～唄と三味線を同時に楽し
んでみませんか～（全12回） 

本町西高尾学習センター 

10/26、11/9、23、30、 

12/7、21、1/11、25、2/1、15、 

3/1、15 土曜日 

9：30～11：40 

中村 豊良 

・日本民謡協会認定教授 

・埼玉県民謡協会認定

教授 

￥1,000 
8名、初級者 
20歳以上 

今回は唄と三味線を講座の中で前半・後半と分け両方を楽しみま

す。三味線独特のテンポを体感し、民謡唄も一緒に覚えましょう。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,500 

ノート、筆記用具、 
三味線（受講時間内無料
貸出 自宅持ち帰りは別
途相談） 

74 

【三味線体験講座】～誮にでもすぐ弾ける三味線を
体験しよう～（全6回） 

公団地域学習センター 

11/8、22、12/13、27、 

1/10、24 金曜日 

13：30～15：30 

藤本 秀遙芽 

・藤本流師範 

・日本郷土民謡協会認

定教授 

・埼玉県民謡協会丂段

教授 

￥1,000 8名、初級者 

三本で弾くのは難しいと思われますが、ご安心ください。童謡・民
謡・歌謡曲などを楽しみながら、脳や指先を刺激し、生活に生きが

いを持ちましょう！ 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

教材費￥500 

筆記用具、 
三味線（受講時間内無

料貸出） 

75 

【楽しい和胡弓講座】 
～癒しの音色を弾いて楽しみませんか～(全12回) 

本町西高尾学習センター 

10/22、29、11/5、19、 

12/3、17、1/7、21、2/4、18、 

3/4、18 火曜日 

13：30～15：40 

中村 豊良 

・日本民謡協会認定教授 

・埼玉県民謡協会認定

教授 

￥1,000 
5名、初級者 

20歳以上 

どなたでも簡単に弾ける和胡弓講座に参加してみませんか。胡弓独

特の癒しの音色で童謡、唱歌などを演奏し楽しい時間をご一緒に。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,500 

ノート、筆記用具、 
胡弓（受講時間内無料貸
出 自宅持ち帰りは別途
相談） 

 
 
76 

【やさしい大正琴講座】 ～誮でも弾けます。 
さぁ一緒に楽しみましょう！～（全6回） 

東間深井学習センター 

10/25、11/8、22、29、 

12/13、27 金曜日 

9：30～11：30 

竹内 和代 

・大正琴講師 

・日本レクリエーショ

ン協会余暇開発士 

￥1,000 15名、初級者 

年齢を問わず簡単に弾けます。よく歌われてきた曲をやさしい音色
で演奏してみませんか。みなさん一緒に体験して楽しみましょう。

気軽にご参加ください。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

教材費￥1,800 

筆記用具、大正琴（受
講時間内無料貸出） 

77 

【歌声ひろば講座】 
～唱歌・变情歌を歌おう～（全6回） 

東間深井学習センター 

10/17、31、11/7、21、 

12/5、19 木曜日 

14：00～15：30 

岩田 俊子 

・日本音楽療法学会員 

・シニアのコーラス指

導 

￥1,000 
30名 
概ね55歳以上 

歌は好きだけど声が出なくて…。家では大きな声で歌えない…。そ

んな方におススメする講座です。声がよく出る発声練習の後、心に
しみる季節の歌をみんなで歌います。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
教材費￥500 

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。

 
【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着   

№ 
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 

33 

【ハーブ講座】 

～メディカルハーブに親しむ～（全6回） 

本町西高尾学習センター 

10/16、11/20、12/18、1/29、
2/19、3/19 
水曜日 

10：30～11：30 

内田 和穂子 
・日本メディカルハー

ブ協会認定ハーバル
セラピスト 

￥1,000 12名、初級者 

ハーブを使用した自然の手作りクラフトはいかがですか？作る楽

しみだけではなく、ハーブの薬効成分についても学びましょう。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

教材費￥3,500 

筆記用具、マグカップ 

●●  芸芸術術・・文文化化  ●●  

№ 
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 

【書道常識講座】 
～美しい文字の組み立てから～（全8回） 

中央地域学習センター 

10/15、11/5、19、12/3、17、

1/14、28、2/4 火曜日 
13：30～ 
15：00 

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 
25名、初級者 

18歳以上 

日常使用する文字を優しく理論的に解説しつつ、形のとり方の方法

を伝授します。半紙に２文字を書く練習からはじめ、文字の組み立

てを学習します。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥4,000 

書道道具一式 

35 

【ペン・筆ペン講座】 
～正しいペンの持ち方から～（全8回） 

中央地域学習センター 

10/22、11/12、26、12/10、1/21、

2/18、25、3/4 火曜日 

13：30～15：00 

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、ペンの持ち方、文

章を書く時のかな文字と漢字の組み合わせ方などを学習し、美文字

を手にいれましょう。 

受講料￥4,000 

（￥500×8回） 
教材費￥4,000 

10 行くらいの便箋 1

冊、ボールペン、筆ペ

ンも可 

36 

【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 

10/29、11/5、19、26、 

12/10、17、1/14、28 

火曜日 

9：30～11：30 

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、

芳名帱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（小筆を新しく購入され

る方はご相談ください）、墨、
硯、定規、筆記用具 

37 

【実用書道講座】 
～小筆で実用書を楽しみましょう～（全8回） 

文化センター中央公民館 

11/6、27、12/4、18、25、 

1/8、22、2/5 

水曜日 9：30～11：30 

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 

“今年は年賀状を毛筆で”とお考えのあなたに！簡単な賞状の技法

と写経（2回目以上で希望者は紺紙に金泥でご自分の作品を）、古

典にふれて毛筆のよさに親しみ、安らぎの時間を過ごしましょう。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

教材費￥600 

小筆、墨、硯、定規、

筆記用具 

38 

【茶道講座】～茶道を通じて日本の文化を味わいま
しょう！～（全10回） 

東地域学習センター 

10/15、29、11/5、19、 

12/3、17、1/21、2/4、18、3/4 

火曜日 13：30～16：30 

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 

茶の湯が自然に生活の一部となって一服のお茶に心和むひととき

です。日本の伝統文化の良さを共に楽しみましょう。正座が無理な

方には身長に合わせた楽座を用意しております。 

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 

39 

【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 

10/22、29、11/12、26、12/10、

1/21、2/18、25、 

3/11、25 火曜日 

19：00～21：00 

関根 隆子 

・表千家教授 

・堀内家直門 

・自宅、公民館等で指導 

￥1,000 
10名、親子参加歓迎 

初級者、中級者 

日常にない茶道の空間に入ってみませんか。そこでは心の安らぎと

落ち着きを味わうことができます。何百年と続いた伝統が今よみが

えります。さぁ一度味わってみませんか。 

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 

40 

【茶道講座】 
～一服のお茶で楽しみを！～(全12回) 

東地域学習センター 

10/21、11/11、18、12/2、16、

1/6、20、2/3、17、 

3/3、10、17 月曜日 

13：30～16：30 

福島 さわえ 

・表千家教授 

・公民館等で指導 

￥1,000 
8名、女性 

初級者、中級者 

四季折々の花や菓子でこんな季節になったのかと気付かされるこ

とがあります。夏涼しく冬暖かくなど400年も続くお茶に楽しみを

見つけてみませんか。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥3,600 

ふくさ、懐紙、楊子、扇

子、白色の靴下 ※お持ち

でない用具は貸し出します 

41 

【着付け講座】 
～楽しい着付け教室～（全10回） 

公団地域学習センター 

10/23、11/6、20、 

12/4、18、1/8、22、 

2/5、19、3/5 

水曜日 9:30～11:30 

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 

初級から上級まで 

タンスの中に眠った着物がある方、もったいないですョ！！着物は

美しいです。そして装う人を美しく見せます。お正月には着物で初

詣してはいかがですか？ 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 

着物一式（※持ってい

るもの。初日に説明す

るので新規購入丌要) 

42 

【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 

10/21、11/11、18、12/2、1/6、

2/3、17、3/3 月曜日 

10：00～11：30 

金子 雅子 

・元中学校 
体育教師 

￥1,000 10名､初級者､中級者 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

着物､帯､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､腰紐
4本､洗濯ばさみ2個 

キタガクらしく、人の和を作っていくつもりで、お着物の着付けを

丁寧にお教えします。ぜひ、お着物でお稽古、お正月、集まりなど

にお出かけください。 

43 

【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 

10/21、11/11、18、12/2、1/6、

2/3、17、3/3 月曜日 

19：00～20：30 

金子 雅子 
・元中学校体育教師 

￥1,000 10名､初級者､中級者 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

着物､帯､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､腰紐
4本､洗濯ばさみ2個 

キタガクらしく、人の和を作っていくつもりで、お着物の着付けを

丁寧にお教えします。ぜひ、お着物でお稽古、お正月、集まりなど

にお出かけください。 

※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。  

親子参加の場合、二人で受講料8,000円 

 

【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着  

№ 
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 

44 

【楽しい絵手紙講座】 
～気軽に始める絵手紙～(全12回) 

東地域学習センター 

10/19、11/2、16、30、 
12/7、21、1/11、25、2/8、22、 
3/15、22 土曜日 

9：30～11：30 

渡辺 利邦 
・武蔵野美術大学 
造形学部卒 

￥1,000 15名、初級者 

楽しく絵手紙を描きましょう。気軽にといっても基本からしっかり

学んでいきます。従来の絵手紙の書き方から、自由な発想による書

き方まで学んでいきます。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥5,000 

６Ｂ鉛筆、消しゴム、
タオル、洗筆用の水入
れ2個 

45 

【はじめての油絵講座】 
～油絵を始めてみませんか？～（全6回） 

中丸学習センター 

10/25、11/8、22、12/13、27、 

1/10 金曜日 
9：30～11：30 

根布谷 重子 

・白日会会員 
・日展会友（洋画） 

￥1,000 10名、初級者 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥1,000 

油絵用具一式、6号の
キャンパス2枚、筆記
用具 

油絵って難しい？油絵は描いた上から何度も色を重ね、1枚の作品

をゆっくり時間をかけて仕上げます。初めての方も昔描いていた方

も歓迎です。道具の使い方からスタートします。 

46 

【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 

11/18、12/16、1/6、2/17、3/17 

月曜日 
10：00～11：30 

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

ありません。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 

 
 
47 

【創作舞踊講座】 
～輪舞や一人踊りを楽しく踊ろう～（全12回） 

中丸学習センター 

12/5、12、19、1/9、16、30、 
2/6、13、20、3/6、13、20 

木曜日 10：00～11：30 

桂希 弘 
・師範16年 

￥1,000 10名、初級者 

創作舞踊は歌に合わせて流れを作っていきます。創作舞踊の魅力を

肌で感じるため体験してみましょう。その魅力にとりこになるか

も！？ 

受講料￥6,000 

（￥500×12回） 
動きやすい服装 

 
 
48 

【初めての民舞講座】～舞踊を通じて伝統文化を楽
しみながら踊ってみよう！！～（全3回） 

中央地域学習センター 

10/21、11/11、12/9 
月曜日 

10：00～11：30 

若竹 三千愛 

・若竹流師範教授 
・埼玉県民謡民舞講師 

￥1,000 10名、初級者 

舞踊には、日舞、剣舞、詩舞、新舞踊など様々ありますが、今回は

民舞を踊ります。個人のレベルに合わせた練習方法で明るく和やか

にをモットーに進めます。健康は足元から！ 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

浴衣（持っている方） 

49 

【川柳入門講座】 
～日本語で遊ぼう・川柳で遊ぼう～（全6回） 

文化センター中央公民館 

10/22、11/26、12/3、1/28、

2/25、3/25 火曜日 
9：30～11：30 

相良 卙鳳 

・「文芸埼玉」選考委員 
・北本市民文芸「むく
ろじ」選考委員 

・県民活動総合センタ
ー市民講師 

￥1,000 30名、初級者 

日本語はまさに川柳のためにある。五丂五の川柳を楽しくわかりや

すく文芸として自分の心情を詠み読者にうったえかける。これから

の時代を生き抜く文芸です。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
筆記用具 

●●  教教養養関関係係講講座座  ●● 

№ 
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 

50 

【話し方講座】～話し方は生き方・話し方を楽しく
学びましょう！！～（全8回） 

文化センター中央公民館 

10/17、11/28、12/19、1/16、
2/6、20、3/6、20 木曜日 
10：00～12：00 

佐藤 秀子 
・NPO法人話し方ＨＲ
研究所 主席講師 

￥1,000 15名、初級者 

話し方で人間関係が変わります。自分の考えをしっかりと人に伝

え、相手に気持ち良く聞いてもらえる話し方を実習で身に付け、豊

かな生活を目指します。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

教材費￥1,000 

筆記用具 

51 

【話し方講座】～“プラスの一言”でグッドコミュ
ニケーションを！～（全3回） 

文化センター中央公民館 

12/7、21、1/11 

土曜日 
10：00～11：30 

大成 達夫 

・日本ヒューマンリレ
ーションズ研究会講
師資格取得 

・平成17年リラック 
ス話し方教室開設 

￥1,000 20名、20歳以上 

家族、仕事、近所付き合いの日常会話の“プラスの一言”の言葉が

相手を変え、そして自分自身も変わるグッドコミュニケーションの

道。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

教材費￥100 

筆記用具 

52 

【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 

10/15、11/5、19、12/3 
火曜日 
10：30～12：00 

三橋 肇子 
・東京外国語大卒 

・英語検定一級 
・中学、高校教員免許
（英語） 

￥1,000 
20名 
初級者、中級者 

もう尐し英語が話せたら旅がもっと楽しくなるはず！今回も映像教

材をご用意し、使える表現を身につけます。3回目は恒例の人気海外

おみやげの試食もあります。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥2,100 

ノート、筆記用具 
マグカップ（3回目の
おみやげ試食の時） 

 
 
53 

【英語音読講座】 
～英語脳をつくり英会話の上達～(全12回) 

東地域学習センター 

10/19、11/2、16、30、 
12/7、21、1/11、25、 

2/8、22、3/15、22 
土曜日 13：30～15：30 

渡辺 利邦 
・英会話音読ソフト
CD-ROM「OZ」を制作 

・http://www.casa-oz.com/ 

￥1,000 
15名 
初級者、中級者 

英語・英会話上達の近道は音読にあります。本講座では「オズの魔

法使い」全文を頭にインプットします。音読を繰り返すことで英語

の口、英語の耳をつくりましょう。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

教材費￥2,100 

筆記用具、ノート、蛍
光ペン（2色以上）、

飲み物 

 
 
54 

【美しい韓国語講座】 
～韓国語を基本から学ぼう～（全8回） 

東地域学習センター 

10/17、24、11/7、14、28、 
12/5、12、19 木曜日 

14：00～15：00 

河 世江 

・韓国外国語大学卒  
（外国人のための韓
国語専攻） 

・韓国語正教師資格 

￥1,000 20名、初級者 

韓流ドラマを見て韓国語に興味を持った方、ここで韓国語を一から

しっかり学んでみませんか。いつの間にか韓国語が読める驚きを皆

さんに。 

受講料￥4,000 

（￥500×8回） 
教材費￥500 

ノート、 

筆記用具 

※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。

  
【10～12 月に講座開始されるもの】※申込期間：8 月27 日（火）～9 月13 日（金）必着  

№ 
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 

55 

【楽しく学ぼう！韓国語初級講座(月曜日コース)】 
～文化・民族服・家庭料理にふれる～（全10回） 

本町西高尾学習センター 

10/21、11/4、11、18、 
12/2、9、16、1/6、13、20 

月曜日 13：30～15：00 

 
金 恵玉 

・韓国語教師資格                 
・韓国語弁論大会で、
最優秀者・優秀者多

数輩出 
 

￥1,000 25名、初級者 

人気のキムチ、韓流、Ｋ－ＰＯＰ。そして学び易い外国語なら韓国

語！日本語によく似た文法です。国際社会であなたもひとつ外国語

の習得はいかがでしょうか？ 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥5,000 

ノート、 
筆記用具 

56 

【楽しく学ぼう！韓国語初級講座(火曜日コース)】 
～文化・民族服・家庭料理にふれる～（全10回） 

本町西高尾学習センター 

10/22、29、11/12、26、 
12/3、10、1/14、28、 
2/11、18 火曜日 

10：00～11：30 

￥1,000 25名、初級者 

人気のキムチ、韓流、Ｋ－ＰＯＰ。そして学び易い外国語なら韓国

語！日本語によく似た文法です。国際社会であなたもひとつ外国語

の習得はいかがでしょうか？ 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥5,000 

ノート、 
筆記用具 

57 

【パソコン講座】 
～ワードの基礎を学ぼう！～（全8回） 

文化センター中央公民館 

10/16、23、30、11/6、20、27、 

12/4、11 
水曜日 
13：30～15：30 

丸山 晴江 
・日商ビジネスコンピュ

ーティング検定合格 
・民間企業パソコン教室
講師歴有 

￥1,000 
15名、初級者 
30歳代から70歳代 

自己流で使っている人も多いワード。基本操作をしっかり学び、文

章を引き立てる書式設定やワードアート、表の作成などを学習しま

す。年賀状（通信面）の作成もします。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥800 

筆記用具 

58 

【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 

11/11、18 月曜日 
9：00～16：00 
昼休み1時間 食事は各自 

早川 澄雄 

・パソコン歴17年 
・北本ＥＰクラブ指導 

￥1,000 18名、初級者 

パソコンができると毎日が楽しくなります。新しい世界に一歩踏み

出しましょう。インターネットとメールに特化した基本のパソコン

講座です。難しくはありませんので、気楽にご参加ください。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥980 

筆記用具、 
ノート1冊 
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【生活の知恵袋講座】～年末の大掃除はせっけん製
品でサッパリクリーニング～（全2回） 

本町西高尾学習センター 

11/28、12/5 
木曜日 

9：30～11：30 

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(化学物質部会) 

￥1,000 15名 

石けん、重曹、クエン酸、酸素系漂白剤などでウールセーター、ダ

ウンコートもふんわり。換気扇、黄ばみ衣類、トイレなどもサッパ

リする方法を伝授します。 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 

教材費￥100 

タオル、筆記用具 
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【地域学講座】 
～地名から学ぶ北本の歴史～（全5回） 

文化センター中央公民館 

10/15、22、29、 
11/5、12 
火曜日 

9：30～11：00 

柳 毅 
・他市で公民館主催の
郷土史講座の講師 

￥1,000 20名、18歳以上 

「地名は歴史の生き証人」と言われます。北本に残る古い地名（例：

城山、河岸、元鴻巣村など）のいわれや地名に関わる歴史を、資料

をもとに学んでいきます。 

受講料￥2,500 

（￥500×5回） 
教材費￥800 

筆記用具 
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【エニアグラム（９つの性格）講座】 
～自分発見の心理学～（全6回） 

文化センター中央公民館 

10/23、11/20、12/18、1/15、
2/12、3/19 水曜日 

13：30～15：30 

松崎 緑 
・カウンセリング学会

認定カウンセラー 

・産業カウンセラー 

￥1,000 
15名、 
過去にキタガクでエニア
グラム講座を受講した方 

自分を知ると人間関係も変わります。参加者で話し合いながら人間

理解を深めます。本講座は過去にキタガクでエニアグラム講座を受

講した方が対象です。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
教材費￥100 

クレヨン（持っている

方）、H25前期受講者
はその時の資料 

●●   音音楽楽 関関係係講講 座座   ●●  

№ 
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 
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【大人のピアノ講座】 
～ピアノを弾いてみたい方集まれ！！～（全9回） 

東地域学習センター 

10/30、11/6、20、12/4、18、 

1/15、2/5、19、3/5 
水曜日 13：30～17：00 

青木 弘子 
・東邦音楽大学ピアノ
科卒 

・自宅､公民館等で指導 

￥1,000 
13名、初級者 
40歳以上 

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。最終回には練習の成果を発表

しましょう。指を動かすことは脳トレにも繋がります。 

受講料￥4,500 
（￥500×9回） 
教材費￥200 

筆記用具 
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【大人のピアノ講座】～二人で弾く連弾で簡単なメ
ロディーも大曲に変身～（全9回） 

本町西高尾学習センター 

10/18、11/1、15、29、 
12/6、20、1/17、2/7、21 
金曜日 9：00～12：00 

※初回のみ9：30～ 

青木 弘子 
・東邦音楽大学ピアノ
科卒 

・自宅､公民館等で指導 

￥1,000 
10名、初級者 

40歳以上 

初めての方でも、メロディーを弾けるように練習し、講師と一緒に

合わせれば素敵な曲に変身！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。 

受講料￥4,500 
（￥500×9回） 
教材費￥200 

筆記用具、 
スリッパ 
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【大人のピアノ講座】～ピアノを弾いて脳トレ・リ
ズムにのって練習しましょう～（全9回） 

文化センター中央公民館 

10/23、30、11/6、20、27、 

12/4、18、1/15、22 
水曜日 18：00～21：00 
※初回のみ18：30～ 

林 裕美子 
・尚美音楽短期大学卒 

・リトミック研究セン
ター会員 

・自宅で教室開催 

￥1,000 
12名、初級者 
40歳以上 

4、5名のグループに分かれて、一人15分ずつの個人レッスン。ま

ずは簡単な童謡からチャレンジしてみませんか？弾きたい曲の楽

譜がある方はお持ちください。 

受講料￥4,500 
（￥500×9回） 

教材費￥200 

筆記用具、スリッパ、
弾きたい曲の楽譜（あ

る場合） 
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【楽譜の読み方講座】～音符＆リズム編～(全3回) 東間深井学習センター 

10/18、11/29、 
12/20 金曜日 

14：00～ 
15：00 

中村 千穂美 
・オンピーノ音楽教室

ピアノ講師 
・日本音楽療法学会員 

￥1,000 
8名、初級者 

20歳以上 

音符はどのような種類があるのか。リズムはどのように成り立ち、

楽譜になっているのかを学びます。音符＆リズムの知識を深めまし

ょう。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

教材費￥150 

筆記用具 

※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。 

油絵の基本セットが必要な方は講師が13,000円程度で用意します（要予約） 

「ゼロからスタート
韓国語文法編」鶴見
ユミ著（Ｊリサーチ
出版）を持っている
方は教材費3,500円 

H25前期の受講者は教材費無料 


