
※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               
【７～９月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25（木）～６月６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 

124 

【からだのメンテナンス講座】～「テープを貼るだけで全

然違う！」目からうろこの膝、腰、肩ケア～（全3回） 
コミュニティセンター 

9/13、20、27 
火曜日 

13：30～15：00 

走尾 千恵美 

・キネシオテーピングト
レーナー 
・管理栄養士 
・食育指導士 

￥1,000 
10人 膝や腰の痛みがなかな
か治らずに困っている方、そう
いう方をサポートしたい方 

足裏や腹筋にキネシオテープをぺタッと貼るだけで、老化による歩行不

安が改善します。H27年度北本市協働事業にも採用され、反響を呼びまし

た。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥1,580 

短パン、Tシャツ、よく
切れる刃渡り長めのは
さみ 

125 

【笑いヨガ講座】 

～笑いでストレス解消！～（全5回） 
中丸公民館 

7/11、18、8/8、29、9/12 
月曜日 
10：00～11：30 

松村 純子 

・笑いヨガリーダー 

・デイサービスでボラン

ティア 

￥1,000 15人 

インドの医師が考案した笑う動作と呼吸法を組み合わせた体操です。人

は楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しくなる。チャレンジしてみ

てください。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

飲み物 

動きやすい服装 

 
 

126 

【シニア健康けん玉教室】 

～今ブーム!!足腰鍛えて楽しく挑戦～（全4回） 
コミュニティセンター 

7/5、12、19、26 
火曜日 

10：00～11：30 

田中 敏彦 

・日本けん玉協会段位及
び指導員資格取得 

・北本市立児童館「けん
玉クラブ」指導 

￥1,000 
10人 
初心者 

基本技10種目の修得!!膝の屈伸と技成功のタイミングを各人が体感し成

功率を高めよう。男性女性問わず楽しさに挑戦してみませんか。 
受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

けん玉（初回のみ貸与も

可）、運動のできる服装、

飲み物 

127 

【男性限定・料理講座】 

～ゼロから始める男の料理教室～（全5回） 
中丸公民館 

7/11、8/1、8、29、9/12 
月曜日 

13：30～16：30 

斉藤 幸展 

・あさひ料理教室主宰 
・調理師専門学校元教員 
・専門調理食育推進員 
・料理サークルの講師 

￥1,000 
20人 40歳以上の男性 
初級者、中級者 

台所にほとんど立ったことがない方を対象に、料理の基本

をゆっくり学びながら、簡単で美味しい定番料理に挑戦し

ます。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥4,000 

エプロン、ハンカチ、タ

オル 2枚（食器拭き、台

布巾）、筆記用具 

128 

【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 

7/5、12、26、8/2、16、23、

9/6、13 

火曜日 11：00～12：00 

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 
・グローバル韓国語教員 

￥1,000 
25人 
初級者 

韓流ドラマや K-POPから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。いつの間にか読める驚きを皆さんに。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥800 

筆記用具、ノート 

129 

【コントラクトブリッジ講座】～頭の体操！１億人のトラ

ンプゲーム・もう少し前へ～（全6回） 
文化センター中央公民館 

7/14、21、28、8/4、11、18 
木曜日 

18：00～20：30 

堀内 勝臣 

・日本コントラクトブリ

ッジ連盟公認ブリッ

ジインストラクター 

￥1,000 
16人 はじめの一歩講
座受講済みの方 

世界で1億人が遊ぶトランプゲームです。この講座は「はじめの一歩」

を受講された方が、その先の技術を学び、ひとりの競技者となるために

実施します。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

テキスト（5枚メジャ

ー入門コース） 

130 

【話し方講座】 

～耳を引っ張る会話の力～（全3回） 
文化センター中央公民館 

7/9、8/13、9/10 
土曜日 
10：00～11：30 

大成 達夫 
・県民活動センター、県
内公民館、市役所等講
師歴10年 

・上尾まなびすと指導者
講師 

￥1,000 
15人  
中学生以上 

・説明は親切のちから 

・説得は信念のちから 

・雑談は受容のちから 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

筆記用具 

 
 

131 

【Ｍｙ Ｂｏｏｋのすすめ】～眠っている原稿をＭｙＢｏｏｋ
として残しませんか～（全3回） 

西部公民館 

9/14、21、28 

水曜日 
10：00～12：00 

山田 葉月 
・20代よりグラフィック
デザイン、編集デザイ
ンに携わる 
・40代フリーランス 
・50代～専門学校で講師 

￥1,000 
10人 20歳以上 
自費出版に興味のある方 

自分史、記念誌、画集、旅行記、エッセイ、その他書き溜めた原稿を一

冊の本にまとめてみたいあなた。本にするための基礎知識を分かりやす

く説明します。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

筆記用具、ノート 

132 

【詩吟講座】 

～お腹からの発声でストレス解消～（全5回） 
勤労福祉センター 

8/1、8、29、9/5、12 
月曜日 
13：30～15：30 

小須田 今朝人 
・公益社団法人日本詩吟
学院師範 

・市内の教場で 24 年間
指導 

※アシスタント1名 

￥1,000 
5人 20歳以上 
初級者 

漢詩・和歌・俳句を教本に基づき鑑賞し、お腹の底から発声できる発声

法、呼吸法により、吟じることができるように丁寧に説明します。 
受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

筆記用具、ICレコーダ
ー等録音できるもの 

133 

【雅楽講座】 

～雅楽の舞をゆったりとみやびに体験♪～（全3回） 
東部公民館 

7/10、8/21、9/4 
日曜日 

10：00～11：30 

中村 香奈子 

・雅楽全般・横笛・正倉

院復元楽器演奏家 

※アシスタント1名 

￥1,000 
6人 中学生以上 
初級者 

世界最古のオーケストラである雅楽には、舞もあります。高麗楽の中か

ら登天楽を体験します。古代の身体表現を心楽しく優しく学びます。狩

衣装束体験有り。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥5,000 

足袋、動きやすい服装、

飲み物（ペットボトル） 

134 

【三味線講座】 

～すぐ弾ける三味線講座～（全5回） 
文化センター中央公民館 

7/10、24、8/7、21、28 
日曜日 
9：30～11：00 

藤本 秀遙芽 
・藤本流総師範 
・埼玉県民謡協会認定名
誉教授 
・郷土民謡協会認定教授 
・指導歴30年以上 

￥1,000 
5人 
小学4年生以上 

伝統芸能の楽器で、童謡、愛唱歌など弾いて楽しみましょう。三本の糸

ですが、すぐに弾けますので体験してみてください。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥300 

筆記用具、三味線（受
講時間内無料貸出有
り） 

135 

【民謡三味線講座】 

～三味線を弾いてみよう～（全5回） 
文化センター中央公民館 

7/2、9、16、23、8/6 
土曜日 
13：30～15：00 

佐藤 月信 
・埼玉県民謡協会八段 
名誉教授（唄、三味線、
太鼓） 

・信進会家元 
・指導歴26年 

￥1,000 
6人 高校生以上 
初級者 

三味線を弾いて、頭と指先を刺激して日本文化の三味線に

挑戦しましょう。気軽に体験してください。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥1,000 

筆記用具、三味線（講

座期間内無料貸出有） 

136 

【民謡講座】 

～ふるさとを歌うIN栃木～（全8回） 
南部公民館 

8/2、9、16、23、9/6、13、 
9/20、27 
火曜日 13：30～15：30 

田口 明満 

・民謡師範 

・民謡指導歴25年 

￥1,000 8人 

民謡はその地方の産業や名所、文化をアピールする言葉。今回は「日光

和楽踊唄」「足尾石刀節」「日光山唄」「野洲麦打唄」「那須餅搗唄」

などから行います。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

筆記用具 

※学苑運営費は高校生以下免除。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。 

 

    

キタガクからお知らせ 

 

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。 

背景写真：高尾さくら公園 

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 28年度

後期講座（平成28年10月～翌年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。詳

しくは広報6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） 平成28年2月25日発行（次号発行は広報9月号と同時配布の予定です） 

市民大学きたもと学苑 
“キタガク”ホームページ 

 

 

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しく載せて

いますのでぜひご覧下さい。 

キタガク 検 索 

ワイヤークラフト講座 

陶器の絵付け講座 

笑いヨガ講座 コントラクトブリッジ講座 

けん玉を購入予定の方は「日本けん玉協会」のシール付きを推奨 

大人のヒップホップ 

受講料納入 

下記の期間内に受講料等の納入をお願いします 

通年・Ａ日程 ３月２２日(火)～ ４月  １日(金) ※土・日・祝日除く 
Ｂ日程 ６月１０日(金)～ ６月１７日(金) ※土・日・祝日除く 

※３月26日（土）及び６月11日（土）は9：00～12：00まで 

1階総合案内隣で受付けます。 

受講の可否 

申込期間終了後、１週間程度で返信はがき又はメールを送付 

申込み 

下記の申込期間に指定の往復はがき（郵送または直接）、 

または、キタガクＨＰから申込み（※申込み期間最終日必着） 

通年・Ａ日程 ２月２５日(木)～ ３月１１日(金) ※土・日・祝日除く 

Ｂ日程 ２月２５日(木)～ ６月 ６日(月) ※土・日・祝日除く 

受講 

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３階）] 

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

☆受講までの流れ☆ 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.sozai-library.com/wp-content/uploads/2014/07/2532-450x337.jpg&imgrefurl=http://www.sozai-library.com/sozai/2532&h=337&w=450&tbnid=1UaExIcN0joFtM:&docid=CpBTPQJgmCXC6M&ei=6IygVqSlEIvsjwPrm4jQDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwikuczwtLrKAhUL9mMKHesNAsoQMwgfKAMwAw
http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_6776.html?sa=X&ved=0CBYQ9QEwAGoVChMI9Oe9wcX6xgIViSiUCh34vA0h
http://4.bp.blogspot.com/-zRdZCCa3sD4/UW4WFeM95hI/AAAAAAAAQqQ/L8Nizc0kbYE/s1600/card_ace.png


【４月～翌年３月まで年間を通じて行われる講座】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

1 

【スピリチュアルヒーリング講座】～誰でも幸せ、ポジテ
ィブになれる引き寄せの法則～（全12回） 

文化センター中央公民館 
4/22、5/20、6/17、7/15、8/19、
9/16、10/21、11/18、12/16、
1/20、2/17、3/17 
金曜日 19：00～20：00 

上田 久美子 

・スピリチュアルヒーリ
ングセラピスト 

￥2,000 16人 

「病は気から」毎日の生活の中でポジティブな考えをし健康と幸せを自分

で作る講座です。引き寄せの法則を学び、自分の思うこと、思うやりたい

ことを実現させましょう。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥6,000 

筆記用具、マグカップ
（ハーブティーを飲み
ます） 

2 

【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） 

文化センター中央公民館 

4/17、5/15、6/19、7/17、8/21、

9/18、10/16、11/13、12/11、

1/15、2/19、3/19 

日曜日 10：30～11：30 

福田 由美 

・IACAアロマセラピスト、
アロマコーヂィネータ
ー、ハピネスアロマコー
ディネーター 

￥2,000 
16人 
初級者 

アロマの基礎を学び若返り化粧水、乳液、クリーム、フェイシャルソープ、

日焼け止め等を安心アロマで手作りします。手足のマッサージでリラック

スできます。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥6,000 

筆記用具、マグカップ
（ハーブティーを飲み
ます） 

3 

【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12回） 

文化センター中央公民館 

4/21、5/19、6/16、7/21、8/18、

9/15、10/20、11/17、12/15、

1/19、2/16、3/16 

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 

￥2,000 
15人 18歳以上 
初級者、中級者 

人の話を間違いなく受け取ることが、日常の生活の中で信頼関係を築く大

切なことを知り、聞くことが出来ると、自分自身の世界が広がることを実

感します。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,000 

 

筆記用具 

4 

【トールペイント講座（初心者向き】 

～身近な物に描いてみよう！～（全18回） 

コミュニティセンター 
4/10、5/8、22、6/12、26、 
7/10、24、8/7、9/11、25、 
10/9、23、11/13、27、 

12/11、1/22、2/12、3/12 
日曜日 13：30～14：50 

小井戸 昌子 

・ジャパンカントリーア
ート石原洋子先生認
定講師 

・講談社こども美術学園
講師取得 

￥2,000 
20人 初級者 
小学4年生以上 
※親子参加歓迎 

色々な素材に描いて暮らしに取り入れて楽しみませんか。板や布、素焼鉢、

空き瓶等にゆっくり描いていく予定です。安心して取り組めます。 
受講料￥9,000 
（￥500×18回） 
教材費￥18,000 

新聞紙1枚、筆、筆拭き、水
入れ、牛乳パックを開いて洗
ったもの数枚、ゴミ袋、ドラ
イヤー（必要時・初回不要）、
試し描き用の紙やノート 

5 

【着付け講座】 

～四季を通してお着物を楽しみましょう～（全23回） 

勤労福祉センター 

4/12、26、5/17、31、6/7、21、

7/5、19、8/2、9/6、20、10/4、

10/18、11/1、15、12/6、20、

1/17、31、2/7、21、3/7、21 

火曜日 13：30～15：30 

森岡 美衣 

・ハクビ京都きもの学院 
教授 

・ハクビ舞中級 
・ウォーキング＆ストレ
ッチアドバイザー 

・市内公民館、県活講師 

￥2,000 10人 初級者～上級者 

受講料￥11,500 
（￥500×23回） 

着物、帯、足袋、裾よけ、
肌襦袢、長襦袢、伊達締め2
本、帯板、帯枕、腰紐 5～6
本、仮紐 2 本、コーリンベ
ルト、タオル3枚、帯揚げ、
帯締め、洗濯バサミ2個 

思い出のお着物が箪笥に眠ったままになっていませんか？楽しみながら

思い出のお着物に袖を通し「約束事」「マナー」「知識」を学び着物美人、

マナー美人になりませんか？ 

6 

【着付け講座】 

～四季を通してお着物を楽しみましょう～（全12回） 

勤労福祉センター 

4/16、5/7、6/4、7/9、8/6、

9/3、10/8、11/12、12/3、1/14、

2/4、3/11 

土曜日 13：30～15：30 

￥2,000 10人 初級者～上級者 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

着物、帯、足袋、裾よけ、
肌襦袢、長襦袢、伊達締め2
本、帯板、帯枕、腰紐 5～6
本、仮紐 2 本、コーリンベ
ルト、タオル3枚、帯揚げ、
帯締め、洗濯バサミ2個 

思い出のお着物が箪笥に眠ったままになっていませんか？楽しみながら

思い出のお着物に袖を通し「約束事」「マナー」「知識」を学び着物美人、

マナー美人になりませんか？ 

7 

【働く人のためのかな書道講座】 

～墨を磨る時間～（全12回） 

南部公民館 

4/19、5/17、6/21、7/5、8/9、
9/27、10/18、11/15、12/20、

1/17、2/21、3/22 
火曜日 18：30～20：30 

鳥井 美知子 

・日展会友 

・読売書法会理事･審査員 

・埼玉30人展出品作家 

・二藍舎主宰 

￥2,000 
20人 
初級者、中級者 

こころ静かに墨を磨ってみませんか。自分だけの大切な時を持ちましょ

う。かな文字の基礎を学び、かな料紙作りにも挑戦。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥2,000 

墨、硯、筆（4号位）、
下敷、半紙、（書道用具
一式、あるもので可） 

8 

【書道講座】 

～楽しみながら生きがいに書道を～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/30、5/14、6/18、7/9、8/6、
9/10、10/8、11/12、12/10、
1/14、2/4、3/11 

土曜日 13：30～16：00 

森川 畦水 

・墨華書道研究会公認教
授 

・日本書道美術館参与 
・日本教育書道連盟検定
審査員 

￥2,000 
10人 初級者～上級者 
※親子参加歓迎 

楽しみながら書道をしてみませんか。基礎の永字八方を学び、楷書、行書、

草書、かなを毎月習います。希望者は級段位（有料）も取得できます。 
受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥15,000 

大筆、かな用筆、新聞紙、
文鎮、硯、下敷き、墨、半
紙、ハサミ、ノリ※かな用
筆は面相筆を使用（購入希
望の方は申し出ください） 

9 

【基礎から学べる歌謡講座】 

～歌を楽しみ笑顔で広がる心の和～（全24回） 

南部公民館 
4/11、18、5/2、16、6/6、20、

7/4、18、8/1、15、9/5、12、10/3、

10/17、11/7、21、12/5、19、1/16、

1/30、2/6、20、3/6、20 

月曜日 13：30～15：00 

小林 旭 

・テレビ埼玉ミュージッ
クアカデミー公認講師 

・埼玉テレビ新春カラオ
ケ審査3年間 

※アシスタント1名 

￥2,000 30人 

歌唱の基礎から学べる講座です。歌は心で表現し、発声は腹式で行いま

す。皆で学ぶ歌唱技術で、表現力を付けます。歌好きの方、レベル向上

に挑戦してみませんか。 

受講料￥12,000 
（￥500×24回） 
教材費￥1,200 

飲み物 

筆記用具 

 

●●  園園芸芸・・ククララフフトト講講座座●●      【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

10 

【スクラップブッキング講座】 

～♡子どもたちのひざの上にアルバムを♡～（全3回） 
文化センター中央公民館 

5/26、6/2、9 
木曜日 
10：00～11：30 

佐藤 和代 

・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 
8人 初級者 
※お子様連れ歓迎 

お子さんは自分が主人公のアルバムを見ると目を輝かせ、最高の笑顔を

見せてくれます。その笑顔が毎日の育児の活力源！ 

作って！見て！見せて！楽しい手作りアルバム始めませんか!! 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥2,500 

写真30～40枚、はさみ、
カット練習用の写真 2
枚 

11 

【カルトナージュ講座】 
～かわいい小物で彩りを～（全5回） 

勤労福祉センター 

4/26、5/10、24、 
6/7、21 

火曜日 
10：00～11：30 

小林 緒子 
・アトリエパピエ 75講

師科終了 

￥1,000 
10人 
初級者、中級者 

組み立てた厚紙に布や紙を貼り、小物を作ります。初めての方でも楽し

く基本から学べます。興味のある方、一緒に自分だけの作品を作ってみ

ませんか？ 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥5,000 

定規(金属製 30cm)、はさみ
(布・紙用)、はけ又は筆(2～3cm
幅のもの)、カッター(大)、カ
ッターマット、筆記用具、へら、
ピンセット、広告紙、おしぼり 

12 

【ガーデニング講座】～あなたのお庭を四季折々の草花で

美しく飾りませんか～（全3回） 
コミュニティセンター 

4/16、5/28、7/2 

土曜日 
14：00～16：00 

佐藤 文子 

・日本ハンギングバスケ

ットマスター 

・グリーンアドバイザー 

￥1,000 
10人 
初級者 

寄せ植え、壁面を飾るハンギングバスケットなどを制作します。植物・

土・肥料・お手入れのコツなど基本の知識を楽しみながら学べます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥9,500 

園芸用ハサミ、エプロ
ン、薄手のゴム手袋 

※学苑運営費は高校生以下免除。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月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

112 

【楽しいピアノ講座】～ピアノで脳トレ！お家でできる趣

味を増やしませんか？～（全10回） 
勤労福祉センター 

4/20、5/18、6/1、15、29、 
7/6、20、8/3、31、9/7 

水曜日 13：00～16：20 
※初回のみ13：30～ 

青木 弘子 

・東邦音楽大学ピアノ科

卒業 
・ピアノ教室開催 

￥1,000 
12人 大人の方 
初級者 

グループに分かれ、各グループ1時間程度のレッスン時間の中で、一人

15分ずつの個人レッスンになります。初めての方でも弾けるようにご指

導いたします。リピーターも歓迎です。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥100 

筆記用具、楽譜（ある

方） 

113 

【素敵なピアノ講座】～音符を見て・・・ピアノを練習す
る事で脳トレしてますよ～（全9回） 

コミュニティセンター 

4/21、28、5/19、6/2、16、30、 

7/7、21、8/4 
木曜日 9：00～12：00 
※初回のみ9：30～ 

￥1,000 
10人 大人の方 
初級者 

曜日が違うおなじ講座と内容は同じです。初めての方は是非弾けるよう

に一緒に頑張りませんか？その人に合った指導をさせていただきます。 

受講料￥4,500 
（￥500×9回） 
教材費￥100 

筆記用具、スリッパ、

楽譜（ある方） 

 
 

114 

【大人のピアノ講座】 

～ピアノで幸せな時間をつくりませんか～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/14、5/5、26、6/9、23、30、
7/14、28、8/11、25、 
9/15、29 

木曜日 10：00～12：00 

 

長岡 幸子 

・大阪音楽大学短大卒業 

・ピアノ指導歴29年 

￥1,000 
8人 40歳以上 
初級者 

個人レッスンで対応します。指のトレーニングからあの憧れの曲まで、

ピアノで奏でてみませんか。楽譜が読めない方も歓迎です。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,000 

筆記用具、楽譜（弾き

たい曲がある方） 

 
 

115 

【大人のキーボード講座】 

～キーボードで『ピアノ気分』～（全12回） 

北部公民館 

4/15、22、5/13、27、6/10、
6/24、7/8、22、8/5、19、 
9/2、16 

金曜日 13：00～15：30 

￥1,000 
10人 40歳以上 
初級者 

場所や時間を気にせず弾けるキーボード。1 本指から始めたい方、楽譜

を読めない方も心配無用です。気軽に「ピアノ気分」を味わってみませ

んか？ 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,000 

筆記用具、楽譜（弾き

たい曲がある方） 

 

※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 

【７～９月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～６月６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 

116 

【陶芸講座】～おやこ陶芸！夏休みの1日、みんなで作っ

てみよう～（全1回） 
学習センター 

8/4 

木曜日 
9：30～12：00 

仲 恵理子 

・陶芸講師歴22年 
・越生町にて窯、陶芸教
室運営 

・女子美術短期大学卒 

￥1,000 
親子15組 
※親子、家族参加歓迎 

夏休みに親子で作ってみませんか？おじいちゃん、おばあちゃんと一緒

でも楽しいです。ママとの共作なら、小さなお子さんでも参加できます

よ。※昨年の会場とは異なりますのでご注意ください。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥1,500 

エプロン、筆記用具、

タオル 

117 

【スクラップブッキング講座】 

～“アルバム”は未来へつなぐ家族への贈り物！～（全3回） 
文化センター中央公民館 

9/8、15、29 

木曜日 
9：45～11：45 

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人 初級者 
※お子様連れ歓迎 

眠らせていませんか？デジカメやスマホで撮った大切な思い出！愛情の

こもった手作りアルバムは、いつでも見返しができ幸せな気持ちになれ

る家族の宝物!! 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥2,500 

同じテーマの写真 30

～40枚、はさみ 

118 

【パッチワーク講座】～大島つむぎでポシェットを作って

みませんか？～（全3回） 
文化センター中央公民館 

9/6、20、27 

火曜日 
14：00～16：00 

清水 光枝 
・日本手芸普及協会講師
資格 

・北本市文化センター展
示会 

※アシスタント2名 

￥1,000 
10人 
初級者、中級者 

大島つむぎでバラの感じのポシェットを作ってみませんか？バラの花は

自分で自由な大きさに出来ます。すてきなポシェットを作りましょう。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥2,500 

裁縫道具 

119 

【Happy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） 
文化センター中央公民館 

7/6、13 

水曜日 
10：30～11：30 

古橋 明代 
・第1回育児セラピスト全
国大会2010優秀実践者賞
受賞 
・アタッチメントベビーマ
ッサージ上級インストラ
クター 

￥1,000 
親子10組、生後2ヵ月～
ハイハイ前までの赤ちゃ
んと保護者 

ベビマで育児が 10 倍楽しくなります！目からウロコ!!の育児の大切な

お話しもお楽しみに。どうぞお気軽にご参加をお待ちしております。 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 
教材費￥4,000 

バスタオル 1枚、赤ちゃん

の飲み物（母乳の場合は不

要）、オムツ、着替え 

120 

【子どものわくわく！アート講座】（全3回） 文化センター中央公民館 

7/30、8/6、20 
土曜日 
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 

免除 
8人 
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 

121 

【小さなお子さんをお持ちの 

お母さんのための寝ころ美体操講座】（全6回） 
コミュニティセンター 

7/26、8/2、9、30、9/6、13 
火曜日 
10：30～11：30 

小林 和美（イケコ） 
・子どもの動きの発達サ
ポーター 

・からだ回復再生エクサ
サイズコーチ 

￥1,000 
15組 初級者 
お母さんと未就学児 

子育て中のお母さんの身体はとっても頑張っています。疲れても休めま

せんね。この講座ではお子さんの発達の様子を見ながらゆっくりお母さ

んのリラックス体操を行います。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

飲み物、タオル、マッ
ト（銀マットが適して
います） 

122 

【姿勢が良くなるイス体操講座】 

～肩こり、首こり、猫背に効果があります～（全6回） 
文化センター中央公民館 

7/11、25、8/8、22、9/5、12 

月曜日 
10：00～11：00 

吉村 美喜 

・イケコ式スケルタルア
レンジ顔こり、肩こ
り、あご体操インスト
ラクター 

￥1,000 
15人 
中高年 

体重を支えている股関節や骨盤を整え、動き癖に気付き痛みのない動き

方を探します。深い呼吸で筋肉を伸ばしたり縮めたりしてバランスのよ

い体を作ります。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

タオル 

飲み物 

123 

【カラダの柔軟体操講座】（全1回） 文化センター中央公民館 

9/24 
土曜日 

10：00～12：00 

吉川 将太 
・理学療法士 

・介護支援専門員 

・北本市協働推進事業実施 

※アシスタント1名 

￥1,000 
20人 
初級者 

実技形式で学びます。背中周りの構造を理解し、正しい

からだのケアに繋げます。安全に実施できる体操のた

め、初心者大歓迎です。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 

動きやすい服装 

※学苑運営費は高校生以下免除。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。 

親子参加で1作品を共同で作る場合、子どもの受講料半額 

親子参加の場合、子どもの受講料無料・教材費12,000円 

http://2.bp.blogspot.com/-dl_IbwCjrRc/UvTdxBTLcvI/AAAAAAAAddo/Xioo8c4FQaQ/s800/saihou_hariyama.png
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://free-illustrations-ls01.gatag.net/images/lgi01a201404080400.jpg&imgrefurl=http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E6%A5%BD%E5%99%A8/page/5&h=601&w=1024&tbnid=LlztJeTi653NBM:&docid=UVvhvPQymCbd8M&ei=xpKgVtG1NsG2jwOp6r7ICQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjRsI29urrKAhVB22MKHSm1D5kQMwhiKDwwPA
http://4.bp.blogspot.com/-q0Wgr_xDwXw/VVGVdTwFOzI/AAAAAAAAtl0/P4N_6J9f2G0/s800/kataashidachi_man.png
http://3.bp.blogspot.com/-PONyJdz9UM4/Vozib4ty_AI/AAAAAAAA2vM/SC7Ga_yTRlU/s800/scrapbook.png
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv45zS0LzKAhVDJZQKHQH0Cr0QjRwIBw&url=http://illpop.com/png_school/supplise_a12.htm&psig=AFQjCNEI-3isDU4szE4Ngd1hbZfhpQ534g&ust=1453524978616989
http://www.sozaidaisuki.com/web/flower/flo-b6b.htm?sa=X&ved=0CDIQ9QEwDmoVChMIy4DV247zxgIVQaeUCh0EmQsa


 

【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

99 

【第2弾！初級者のためのフルート講座】（全10回） 野外活動センター 

4/16、23、30、5/7、14、21、
5/28、6/4、11、18 
土曜日 13：30～15：00 

加治 直人 

・関東アコーディオンコ
ンクール入選 

・生涯学習音楽指導員 C
級 

・中学校音楽教員免許 
・ボタンアコーディオン、
フリーベース可 

・音楽教室講師 
※アシスタント1名 

￥1,000 
10 人 小学生及び 18歳
以上、初級者 
※親子参加歓迎 

好評につき、再度講座を開きます。フルートがはじめての方、少しだけ

吹ける方もご参加ください。楽しみながらゆっくりと仕上げていきまし

ょう！！ 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥200 

フルート一式、掃除棒、包帯等
の切れ端、アルコールティッシ
ュ、雑巾又はタオル、譜面台、
手鏡、筆記用具 

100 

【初級者『独奏用アコーディオン』講座】（全10回） 野外活動センター 

4/16、23、30、5/7、14、21、

5/28、6/4、11、18 
土曜日 9：30～11：30 

￥1,000 
10人 小学生以上 
アコーディオンをお持ちの方 
※親子参加歓迎 

アコーディオンで『唱歌』などを弾けるようにしてみま

せんか？楽器をお持ちの方、購入予定の方、幼稚園・小

学校の先生方にも最適です！！ 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥300 

独奏用アコーディオン一式、譜面

台、タオル、手鏡、筆記用具 

※合奏用アコーディオン不可。左

側のベース部ボタン数は24以上 
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【詩吟講座】 

～お腹からの発声でストレス解消～（全5回） 
勤労福祉センター 

5/1、15、29、6/12、26 
日曜日 
9：30～11：30 

小須田 今朝人 
・公益社団法人日本詩吟
学院師範 

・市内の教場で 24年間
指導 

※アシスタント1名 

￥1,000 
5人 20歳以上 
初級者 

漢詩・和歌・俳句を教本に基づき鑑賞し、お腹の底から発声できる発声

法、呼吸法により、吟じることができるように丁寧に説明します。 
受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

筆記用具、ICレコーダ
ー等録音できるもの 
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【民謡講座】 

～ふるさとを歌うIN福島～（全8回） 
勤労福祉センター 

4/21、28、5/5、12、19、26、

6/2、9 
木曜日 9：30～11：30 

田口 明満 

・民謡師範 

・民謡指導歴25年 

￥1,000 8人 

民謡はその地方の産業や文化をアピールする言葉。今回は「相馬盆唄」

「会津磐梯山」「新相馬節」「相馬胴突唄」「二編返し」などから覚えます。

一度覚えると一生歌えます。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

筆記用具 
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【民謡講座】 

～民謡唄ってストレス・ボケ解消！～（全6回） 南部公民館 

5/17、31、6/14、28、 
7/12、26 

火曜日 13：30～15：30 

藤本 秀遙芽 
・藤本流総師範 
・埼玉県民謡協会認定名誉
教授 

・郷土民謡協会認定教授 
・指導歴30年以上 
※アシスタント1名 

￥1,000 5人 

家で大声で唄う機会がない人たち。思い切り発声して声を出し、ストレ

ス解消。健康維持し楽しく過ごしましょう。民謡は古風ですが、まず第

一歩進みましょう。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥300 

筆記用具 
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【楽しい三味線講座】 

～民謡、歌謡、童謡～（全12回） 
学習センター 

4/16、30、5/7、21、6/4、18、
7/2、23、8/6、20、9/3、10 
土曜日 9：30～11：30 

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
免許 

・三味線指導歴40年 
・県内各小中学体験学習指
導あり 

※アシスタント1名 

￥1,000 
6人 小学4年生以上 
※親子参加歓迎 

前回の講座では親子参加の方にも楽しんでいただきました。小学生は最

初はこきりこ節から入り様々な曲を楽しみます。 
受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥500 

筆記用具（鉛筆） 
三味線（講座時間内無
料貸し出し有り） 
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【和胡弓講座】 

～癒しの音色～（全12回） 

学習センター 

4/12、26、5/10、24、 

6/14、28、7/12、26、8/9、23、
9/13、27 
火曜日 9：30～11：30 

￥1,000 
5人 
初級者、中級者 

最初は故郷、赤とんぼ等から始め、叙情歌、民謡などに入ります。胡弓

の音色に癒されませんか。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥500 

筆記用具（鉛筆） 
胡弓（講座時間内無料
貸し出し有り） 
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【女性のための演歌講座】 

～カラオケで楽しく皆で歌いましょう～（全12回） 

勤労福祉センター 

4/16、30、5/14、28、 

6/11、25、7/9、23、8/6、20、

9/10、24 

土曜日 13：30～15：30 

三瓶 万利子 

・全歌謡連盟講師 

・伊藤雪彦先生に発声を

教わる 

￥1,000 
15人 初級者 
50歳以上の女性 

歌は不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曲覚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、空のペット
ボトル（1.8Lサイズの
大きさ） 
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【女性の演歌講座】 

～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 

6/2、16、7/7、21、8/4、18、

9/1、15 

木曜日 13：30～15：00 

小堀 英子 
・高橋歌謡学院師範 

・市内外指導25年以上 

※アシスタント2名 

￥1,000 
25人 初級者 
60歳以上の女性 

気軽に口から出るハミングを、カラオケのリズムに心地良く合

わせ、まず自分が楽しめる歌声にしましょう。一曲ずつ丁寧な

指導を目指しています。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥400 

筆記用具、飲み物 
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【デュエット講座】 

～デュエット歌謡で楽しいひとときを～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/22、5/27、6/24、7/22、8/26、
9/23 
金曜日 13：30～15：30 

福島 英臣 

・音楽業界ユメヒロ主催

等の各種大会優勝経

験多数有り 

￥1,000 
25人 20歳以上 

初級者、中級者 

人生の喜怒哀楽を表現している唄の世界でデュエット曲を練習し、今後

の人生、日々楽しいひとときを過ごしましょう。また、健康増進・維持

にも役立てましょう。デュエットの相手は男性講師が務めます。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥100 

筆記用具（赤鉛筆） 
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【歌声ひろば講座】 

～懐かしの歌を楽しく歌おう～（全10回） 
東部公民館 

4/15、5/6、20、6/3、17、 
7/1、15、8/5、9/2、16 

金曜日 10：00～11：30 

岩田 俊子 
・日本音楽療法学会員 

・シニアのうたごえ・コ

ーラスサークルの指導 

※アシスタント2名 

￥1,000 
40人 

歌の好きなシニア 

歌の好きな方が気軽に参加できる講座です。毎回、童謡・唱歌・抒情歌

等 12 曲をピアノ伴奏で歌います。みんなで大きな声で歌うのは気分爽

快！ 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥1,100 

飲み物、筆記用具、平成

26年度以降受講者は楽譜

（野ばら社「心のうた」） 
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【アンチエイジング・ボイストレーニング講座】 

～魅力的な女性になり自信をつける～（全12回） 

勤労福祉センター 

4/13、27、5/11、25、6/8、22、
7/6、20、8/17、31、9/14、28 

水曜日 10：00～11：00 
※個人レッスンがある日は11：30まで 

 
諏訪 桃子 
・ソプラノ歌手 

・声楽講師 

￥1,000 
15人 20歳以上の女
性、初級者、中級者 

ソプラノ歌手のレッスンで、笑って、歌って、ストレス発散！声も頬もリフト

アップしながらオペラアリアを優しくマスター。個人レッスンもあり、最終回

には成果発表会も。非日常の世界はクセになりそう！美しく大変身しましょう。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥3,000 

鏡、筆記用具、飲み物、
発表会で歌いたい曲の
楽譜（ある方） 
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【大人のピアノ講座】～ピアノを弾いて脳トレ！知ってい

るメロディーを両手で弾けるようになります～（全9回） 
文化センター中央公民館 

5/18、6/1、15、7/6、20、 

8/17、31、9/7、21 
水曜日 17：45～20：45 

 
林 裕美子 

・尚美音楽短期大学卒 

￥1,000 
12人 40歳以上 
初級者 

個人レッスンなので、一人ひとり弾きたい曲を練習します。楽譜がある

方はお持ちください。もちろん無くても大丈夫です。リピーターも大歓

迎！ 

受講料￥4,500 
（￥500×9回） 
教材費￥200 

筆記用具、ファイル、
楽譜（持っている方） 

※学苑運営費は高校生以下免除。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月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

13 

【ガーデニング講座】～あなたのお庭をおしゃれなミニヨ

ーロッパ風ガーデンにしてみませんか!!～（全3回） 
文化センター中央公民館 

4/19、5/31、6/28 
火曜日 
10：00～12：00 

浪井 弘子 
・日本ハンギングバスケ

ットマスター 

・グリーンアドバイザー 

※アシスタント1名 

￥1,000 
15人 
初級者 

ハング（つるす）という意味のおしゃれなバスケットに花を植え込み、

立体的で、大変魅力的なガーデンが出来ます。どなたでも出来ます。あ

なたも挑戦してみませんか。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥9,500 

はさみ、エプロン、手に
ぴったりする薄手のゴ
ム手袋 

14 

【フラワーアレンジメント講座】 

～簡単おしゃれ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 

4/14、5/5、6/2、7/7、8/4、
9/1 
木曜日 10：00～11：30 

中川 禎子 

・公益社団法人日本フラ

ワーデザイナー協会

公認校 

・プリザーブドフラワー

芸協協会講師校 

・幼稚園父母会講習会 

・企業コラボ講習会 

・雑誌掲載多数 

※アシスタント1名 

￥1,000 20人  

生花・プリザーブドフラワー・多肉植物・アーティフィシャルフラワー

を使用した多彩なレッスン内容。ヨーロピアンデザインを楽しく学べま

す。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥12,000 

花バサミ、新聞紙、 
持ち帰り袋 

15 

【フラワーアレンジメント講座】 

～簡単おしゃれ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 

4/16、5/21、6/18、7/16、8/20、
9/17 
土曜日 13：30～15：00 

￥1,000 20人  

生花・プリザーブドフラワー・多肉植物・アーティフィシャルフラワー

を使用した多彩なレッスン内容。ヨーロピアンデザインを楽しく学べま

す。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥12,000 

花バサミ、新聞紙、 
持ち帰り袋 

16 

【陶器の絵付け講座】 

～西洋陶器に絵を描きます～（全5回） 
文化センター中央公民館 

5/15、6/5、19、7/3、17 
日曜日 
13：30～15：30 

滝瀬 晃子 
・ポタリーペインティング

倶楽部認定講師 

・自宅で教室実施 

※アシスタント1名 

￥1,000 
6人 20歳以上 
初級者 
絵付け初心者 

オランダ、デルフト焼の手法を基に、青絵具でエッグや

お皿に絵付けします。デルフトブルーと呼ばれる青色は

誰をも魅了します。絵心がないと思う人にもぜひ。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥5,000 

筆記用具、はさみ、手元
が良く見えるめがね 

17 

【はじめてのワイヤークラフト講座】（全5回） 文化センター中央公民館 

4/23、5/14、6/11、7/9、9/10 
土曜日 
13：30～15：00 

名古屋 典子 
・日本ワイヤークラフト

協会認定講師 

・自宅にて教室開催 

￥1,000 
6人 
20歳以上 

キッチンペーパースタンド、パールビーズをあしらったバスケット、純

白ワイヤーのキャンドルスタンドなどを作ります。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥7,500 

なし 

18 

【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 

4/22、5/13、27、6/10、24、
7/8、8/19、26 
金曜日 13：30～16：00 

仲 恵理子 
・陶芸講師歴22年 

・越生町にて窯、陶芸教

室運営 

※アシスタント1名 

￥1,000 
30人 18歳以上 
初級者、中級者 

毎日忙しいけど、ちょっとやってみたい･･･月 2陶芸は基

本編と応用編の2本立てです。さんま皿やそうめん鉢等、

季節に活躍する器を一緒に作ってみましょう。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥8,000 

エプロン、筆記用具、新
聞紙、タオル（汚れても
良いもの） 

19 

【彫金講座】～特別な日のために銀の小型スプーンをつく

ろう～（全3回） 
文化センター中央公民館 

5/31、6/7、14 
火曜日 

14：00～16：00 

原口 美喜麿 
・東京芸術大学卒 

・美術造形作家 

・茨城県しもだて美術館

にて個展開催 

￥1,000 
12人 20歳以上 
初級者 

誕生日、初めてのデートなど特別なときに使用する銀の小型スプーンを

彫金技術でつくります。アイスクリーム、ヨーグルト、スープ等に使用

できます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥4,000 

エプロン、ボロ布、タオ
ル、スケッチブック、筆
記用具 

●子育て・親子参加・子ども向け講座● 

№ 
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 

20 

【Happy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） 
文化センター中央公民館 

4/13、20 

水曜日 
10：30～11：30 

古橋 明代 
・第1回育児セラピスト
全国大会 2010 優秀実
践者賞受賞 

・アタッチメントベビー
マッサージ上級イン
ストラクター 

￥1,000 
親子10組、生後２ヵ月
からハイハイ前までの
赤ちゃんと保護者 

ベビマで育児が 10 倍楽しくなります！目からウロコ!!の育児の大切な

お話しもお楽しみに。どうぞお気軽にご参加をお待ちしております。 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 
教材費￥4,000 

バスタオル1枚、赤ちゃ
んの飲み物（母乳の場合
は不要）、オムツ、着替
え 

21 

【リトミック講座】 

～親子で楽しむリトミック～（全6回） 文化センター中央公民館 

5/9、30、6/6、20、7/4、11 
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 

￥1,000 
親子15組 初級者 

2～3歳児とその保護者 

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￥3,000 
（￥500×6回） 

新聞紙、飲み物、 
ウェットティッシュ 

22 

【健康講座】～自分の身体にありがとう！健康は自分でつ

くろう！～（全10回） 
学習センター 

4/21、5/19、6/2、16、7/7、
7/21、8/4、18、9/1、15 

木曜日 10：00～12：00 

常泉 房子 

・整体師 

・家庭教育アドバイザー 

￥1,000 
親子10組 
未就学児と保護者 

寝ながら良くする身体の話。知識も酸素も体内に溜まりすぎている現代

の私たち。東洋医学の考えを基に、広い目で柔らかな考え方のできる子

どもを育てよう。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥2,400 

筆記用具、バスタオ
ル、飲み物 

 
 
23 

【小学えいご講座】 

～はじめての英文法～（全11回） 
文化センター中央公民館 

4/16、23、5/7、14、21、6/4、

6/18、25、7/2、16、23 

土曜日 9：30～10：30 

 
久永 夕子 

・中高英語専修免許 

・高校非常勤講師 

免除 
6人 小学5･6年生でアル
ファベット、ローマ字を
習得済みの方 

楽しい学校英語と並行して英文法も始めませんか。歌とゲームでの指導

に限界を感じた講師による時代錯誤の勉強会。アクティビティと文法を

半分ずつ。 

受講料￥5,500 
（￥500×11回） 
教材費￥1,500 

筆記用具 

 
 
24 

【中学えいご講座】 

～受験に向けてはじめから～（全11回） 
文化センター中央公民館 

4/16、23、5/7、14、21、6/4、

6/18、25、7/2、16、23 

土曜日 10：50～12：00 

免除 
8人 
中学3年生 

受験に向けて英語をなんとかしたいと思っている中学 3年生の皆さん。

少人数勉強会で苦手を克服しましょう。 

受講料￥5,500 
（￥500×11回） 
教材費￥2,000 

筆記用具、英和辞書 

※学苑運営費は高校生以下免除。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。  

楽譜 野ばら社「心のうた」を持っている方は教材費無料 

親子参加の場合、子ども（小・中学生）の受講料無料 

前回受講者で資料をお持ちの方は教材費無料 

http://www.illust-box.jp/sozai/9041/
http://illustration-free.com/post/post-dl-04.html?sa=X&ved=0CDgQ9QEwEWoVChMIjt31jY7zxgIVC6CUCh0l2gLg


 
※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  

●スポーツ・健康・美容講座●            【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

25 

【アロマリフレクソロジー講座】 

～アロマ足ツボマッサージ～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/10、5/8、6/12、7/10、8/7、
9/11 

日曜日 13：00～14：00 

上田 久美子 

・IACA代表 

・英国IFA認定アロマ 

テラピスト 

￥1,000 
16人 
初級者 

アロマの効果、効能を勉強し、ソフトなタッチのリフレクソロジーを学

びます。リラクゼーションや身体のバランス調節に役立つ健康法です。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥6,000 

筆記用具、マグカップ
（ハーブティーを飲み
ます） 
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【アロマ講座】～ママのアロマで子どもをお手当て。手の

ぬくもりと香りを（心と身体で･･･）～（全8回） 
学習センター 

4/28、5/12、26、6/9、23、 
7/14、28、8/11 
木曜日 
10：00～12：00 

佐久間 ちあき 
・幼稚園教諭 
・保育士免許 
・育児セラピスト 
・ベビーマッサージ、 
キッズマッサージ講師 
・アロマセラピスト 
・アロマカウンセラー 
・アロマテラピー自宅教
室、出張講座 

￥1,000 
16人 
※お子様連れ歓迎 

子どもの熱や咳、鼻水が出た時、ママはどうしていますか？アロマでホームケ

アを学びます。マッサージオイル作成なども楽しめる内容となります。ママや

パパ、出産を控えた妊婦さん、保育士さんなど、どなたも大歓迎です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥9,500 

ミネラルウォーター、筆記用
具、動きやすい服装、バスタオ
ル、フェイスタオル、（2回目
以降：はさみ、のり、クレヨン） 
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【アロマ講座】～アロマで更年期を予防＆軽減、更年期に負

けない、アロマの香で心・身体と向き合う講座～（全8回） 

文化センター中央公民館 

5/27、6/10、24、7/8、22、 

8/12、26、9/9 金曜日 

13：30～15：30 

￥1,000 
16人 
※ご夫婦の参加歓迎 

心・身体・脳・バランスをテーマに好きな香に心を解きほぐしていきま

しょう。マッサージオイル作成や女性ホルモンの学びで心・身体を見つ

める講座です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥8,000 

ミネラルウォーター、筆
記用具、動きやすい服装、
バスタオル、フェイスタ
オル 

28 

【フラワーハートセラピー講座】 

～あなたのそばにセラピーフラワーを！～（全5回） 文化センター中央公民館 

5/15、6/12、7/10、8/28、9/11 

日曜日 

9：30～11：30 

佐々木 由美 

・NPO法人IATH日本フラ
ワーハートセラピスト
協会フラワーハートセ
ラピスト上級アドバイ
ザー 

￥1,000 

12人 18歳以上 
男性歓迎 
※お子様を連れての参加はご
遠慮ください 

見ているだけでもステキなお花たち。特にセラピー効果

の高いお花を、あなたの生活の中に取り入れてみません

か。 

受講料￥1,500 
（￥300×5回） 
教材費￥8,100 

花切りばさみ、新聞紙、
雑巾、筆記用具、作品を
入れる袋 

29 

【健康講座】～自分の身体にありがとう。健康は自分でつ

くろう！～（全6回） 
学習センター 

4/17、5/15、6/19、7/17、 

8/21、9/18 

日曜日 10：00～12：00 

常泉 房子 

・整体師 

・家庭教育アドバイザー 

￥1,000 
10人 
小学生以上 

寝ながら良くする身体の話。知識も酸素も体内に溜まりすぎている現代

の私たち。東洋医学の考えを基に、広い目で柔らかな考え方を持とう。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥2,400 

筆記用具、バスタオ
ル、飲み物 

30 

【からだのメンテナンス講座】～「テープを貼るだけで全

然違う！」目からうろこの膝、腰、肩ケア～（全3回） 
文化センター中央公民館 

5/18、6/1、15 

水曜日 

13：30～15：00 

走尾 千恵美 

・キネシオテーピングト
レーナー 

・管理栄養士 
・食育指導士 

￥1,000 
10 人 膝や腰の痛みがなか

なか治らずに困っている方、そ

ういう方をサポートしたい方 

足裏や腹筋にキネシオテープをぺタッと貼るだけで、老化による歩行不

安が改善します。H27年度北本市協働事業にも採用され、反響を呼びま

した。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥1,580 

短パン、Tシャツ、よく
切れる刃渡り長めのは
さみ 
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【シニア健康けん玉教室】 

～今ブーム!!足腰鍛えて楽しく挑戦～（全4回） 
コミュニティセンター 

4/12、19、26、5/10 
火曜日 10：00～11：30 

田中 敏彦 
・日本けん玉協会段位及
び指導員資格取得 

・北本市立児童館「けん
玉クラブ」指導 

￥1,000 
10人 
初心者 

基本技 10 種目の修得!!膝の屈伸と技成功のタイミングを各人が体感し

成功率を高めよう。男性女性問わず楽しさに挑戦してみませんか。 受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

けん玉（初回は手持ちの

もの又は貸与も可）、運

動のできる服装、飲み物 

32 

【脳活性化ゲーム講座】 

～明るく頭を使ってあきらめない！～（全3回） 
文化センター中央公民館 

4/23、5/14、6/25 

土曜日 

13：30～15：30 

松村 純子 

・みんなの認知症予防

脳活性化ゲームリー

ダー 

￥1,000 12人 

ただ頭を使う、ただ楽しいだけではなく、認知症を予防する・現状維持

が目的の大笑いしてしまうようなゲームをしながら脳機能を活性化して

いきます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

動きやすい服装 
飲み物 

33 

【いきいき若返り運動教室】～元気で健康な毎日を過ごす

ために必要なこと～（全6回） 
コミュニティセンター 

5/10、17、24、31、6/7、14 

火曜日 

9：30～11：00 

広瀬 浩司 

・健康運動指導士 

・パーソナルトレーナー 

・ホームヘルパー 

￥1,000 15人 

全身を心地良くほぐすストレッチと、自宅でもできる簡単でやさしい体

力づくり運動を解説を交えて紹介します。どなたでもお気軽にご参加く

ださい。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

ヨガマットまたはバ
スタオル 

34 

【からだ回復寝ころ美エクササイズ講座】（全6回） 
東部公民館 

5/7、21、28、6/4、18、25 
土曜日  

10：30～11：30 

小林 和美（イケコ） 
・からだ回復再生エクサ
サイズコーチ 

・フェルデンクライスメ
ソッドプラクティシ
ョナー 

￥1,000 
20人 20歳以上 
初級者 

赤ちゃんが動きを通して学習していく発達のプロセスをベ

ースに動きにくくなったからだを回復再生する事を目指し

たエクササイズを行います。主に寝ころがって行います。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

飲み物、タオル、マッ
ト（銀マットが適して

います） 

35 

【ヒップホップ入門講座】（全4回） 中丸公民館 

5/11、25、6/8、22 
水曜日 
18：00～19：00 

渡邊 幸代 
・日本体育協会公認スポ
ーツ指導者ジュニア
スポーツ指導員 

・骨盤ヨガインストラク
ター 

・教育支援人材認証協会
こどもサポーター 

・スポーツクラブ、カル
チャー講師 

￥1,000 
20人 小学生以上 
初級者 
※親子参加歓迎 

ゆっくりペースで、初めての方も楽しめる講座です。親子参

加OK！経験者もOK！楽しくカッコ良く踊ろう！子どもから

大人まで参加できます。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

シューズ、飲み物、タオ

ル、動きやすい服装 

36 

【大人のヒップホップ講座】 

～子連れOK！～（全5回） 
中丸公民館 

4/28、5/12、26、6/9、30 

木曜日 10：00～11：00 

￥1,000 
20人 18歳以上 
初級者 

踊って楽しく汗をかきましょう！子連れ OK！年齢制限無

し！初めての方でも大丈夫。自分のペースでできますよ。最

後は骨盤調整で身体も整えます。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

シューズ、飲み物、タオ
ル、動きやすい服装 
※お子様連れは玩具など 

※学苑運営費は高校生以下免除。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月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 
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【かな書道講座】 

～墨を磨る時間～（全4回） 
文化センター中央公民館 

6/21、7/5、8/9、9/27 

火曜日 

10：00～12：00 

鳥井 美知子 
・日展会友 

・埼玉30人展出品作家 
・二藍舎主宰 

￥1,000 
15人 18歳以上 
中級者、上級者 

あこがれの金箔や銀箔を貼った料紙を作ります。料紙作りと同時進行で

作品作りの指導をします。最後に自分の作った料紙に書いて作品を仕上

げます。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥3,000 

書道道具（墨、硯、筆
（大・小）、下敷、半紙）、
あるもので可 

88 

【やさしい現代書講座】 

～好きな詩や言葉を筆で書こう～（全5回） 
文化センター中央公民館 

5/29、6/12、26、7/10、24 
日曜日 
9：30～11：30 

山田 光霧 
・毎日書道展会員 
・大学書道部講師 
・日本詩文書作家協会 
正会員 

￥1,000 
10人 初級者、中級者 
※親子参加歓迎 

好きな詩や言葉・漢字を筆でモダンに表現してみませんか。作品の書き

方や見方を学びながら、インテリアとして飾れる作品も製作します。楽

しみましょう。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥1,000 

書道用具一式 
（無い場合は、申し出下
さい） 

89 

【茶道講座】～日本古来の豊かな日本文化を茶の湯で味わい
ましょう～（全10回） 

勤労福祉センター 

4/12、26、5/10、24、6/14、
6/28、7/12、26、9/13、27 
火曜日 

13：30～16：30 

清水 廣子 

・裏千家 正教授 
・自宅及び公民館等で教
室開催 

※アシスタント1名 

￥1,000 
10人  
初級者、中級者  

茶道は身近な日常生活の中に活かされて楽しむことが出

来る伝統文化のひとつです。互いに心豊かに日本の文化を

楽しみ味わいましょう。正座が無理でも受講できます。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥5,000 

ふくさ、扇子、懐紙、

楊子（お持ちの方）、
白色の靴下 

90 

【茶道講座】 

～始めてみませんか、一服のお茶で楽しみを～（全12回） 

勤労福祉センター 

4/13、20、5/11、25、6/15、
6/22、7/13、20、8/10、24、 
9/14、21 

水曜日 13：30～16：30 

 
福島 さわえ 
・表千家教授 

・公民館・同好会・自宅

で教室開催 

※アシスタント1名 

￥1,000 
6人 女性 
初級者 

初めての方から、前に習っておられた方、お茶を通して楽しみが増し、

多忙な生活にうるおいも湧く。至福の時を皆様で盛り上げてみませんか。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥6,000 

ふくさ、扇子、懐紙、楊
子、白色の靴下（お持ち
でない方は貸出有り） 

91 

【茶道講座】 

～始めてみませんか、一服のお茶で楽しみを～（全12回） 
勤労福祉センター 

4/11、18、5/9、16、 
6/13、20、7/11、18、 
8/8、29、9/12、19 

月曜日 13：30～16：30 

￥1,000 
6人 女性 
中級者 

前に習っておられた方、お茶を通して楽しみが増し、多忙な生活にうる

おいも湧く。至福の時を皆様で盛り上げてみませんか。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回）
教材費￥6,000 

ふくさ、扇子、懐紙、楊
子、白色の靴下（お持ち
でない方は貸出有り） 

92 

【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 

4/12、26、5/10、24、6/14、
6/28、7/12、26、9/13、27 
火曜日 

19：00～21：00 

関根 隆子 
・表千家教授 

・市内公民館、自宅にて
教室開催 

※アシスタント2名 

￥1,000 
10人 小学3年生以上 
初級者、中級者 
※男性、親子参加歓迎 

茶道は決して難しいものではありません。お茶会に参加してもまごつく

ことなく作法ができるようご指導いたします。初めての方、老若男女問

わず、大歓迎です。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥5,000 

ふくさ、扇子、懐紙、楊
子（お持ちの方）、白色
の靴下 

●音楽関係講座● 

№ 
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 

93 

【クラッシックギター初心者講座】～あなたも楽しみなが

らクラッシックギターを始めてみませんか～（全10回） 
南部公民館 

4/16、5/7、21、6/4、18、 
7/2、7/16、8/6、20、 
9/3 土曜日 
13：30～15：30 

高橋 久万 
・ギター歴34年 
・バンドでギターを演奏、
ギタークラブで合奏 

・現在地元ギタークラブ
で指導（8年） 

￥1,000 
10人 高校生以上 
初級者 

ギターを楽しみながら始めたい初心者の方を対象にした講座です。ギタ

ーの持ち方、基本姿勢、リズムの取り方。後半ではギター伴奏で歌を歌

いましょう。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥1,000 

クラシックギター 
※譜面台、足台、チュー
ナーをお持ちの方は持参 

94 

【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） 
東部公民館 

4/23、30、5/14、21、6/4、
6/18、7/9、23、8/6、20 

土曜日 
13：30～15：30 

奥田 健一 
・PP＆Mファンクラブ創設
者 

・ギター楽団フレッツ創設
者 

・ギター指導歴24年 
・ギター歴46年 

￥1,000 

20人 
初級者～ 
上級者 

簡単なコードで弾けるフォークギターとウクレレ。昔挫折した人も大丈

夫、経験豊富な講師が親切丁寧に指導します。これであなたもミュージ

シャンです。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥1,000 

ギター・ウクレレ、筆
記用具 

95 

【初級オカリナ講座】 

～オカリナの音色に癒されませんか～（全12回） 
西部公民館 

4/22、5/6、20、6/3、17、 
7/1、15、29、8/12、26、 
9/9、23 

金曜日 13：30～15：30 

 
小山 圭子 

・オカリナ歴10年 
・公民館でサークル指導 
・介護施設、小学校、地
域の行事等でボランテ
ィア演奏 

￥1,000 
12人 20歳以上 
初級者 

毎日あわただしく過ぎていく中、オカリナの温かくて懐かしい音色で癒

されてみませんか。初めての方はもちろん、基礎から学びたい経験者も

大歓迎です。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,200 

オカリナ（持っている

方）、筆記用具 

96 

【オカリナ講座】 

～アンサンブルを楽しみましょう～（全12回） 
西部公民館 

4/14、28、5/19、26、 
6/9、23、7/14、28、 
8/18、25、9/8、15 

木曜日 13：30～15：30 

￥1,000 
16人 20歳以上 
基礎的な吹き方、簡単な
曲が出来る方 

昔吹いたことがある方や初級講座に参加された方、アンサンブルのハー

モニーや伴奏にのせての演奏を楽しみながら、ステップアップを目指し

ませんか。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥200 

オカリナ、筆記用具、楽
譜を入れるA4ファイル、
卓上譜面台（持っている
方） 

97 

【オカリナ講座】 

～優しいハーモニーで心にうるおいを～（全10回） 勤労福祉センター 

4/20、5/18、6/1、15、 
7/6、20、8/3、17、9/7、21 

水曜日 13：30～15：30 

石塚 亮子 

・オカリナ歴8年 

・公民館でサークル指導 

￥1,000 
12人 20歳以上 
オカリナを吹いたこと
がある方 

優しい音色のオカリナで、好きだった曲、懐かしい曲を一緒に演奏して

みませんか。皆で作り上げるハーモニーの素晴らしさをぜひ味わってく

ださい。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥1,200 

オカリナ（持っている
方）、筆記用具 

 
 
98 

【はじめてのオカリナ講座】 

～癒しの音色を楽しみませんか～（全12回） 
中丸公民館 

4/12、26、5/10、24、 
6/14、28、7/12、26、 
8/9、23、9/13、27 

火曜日 10：00～11：30 

関根 美紀 
・ナイトオカリナ楽団所属 
・2014 年韓国ホンソン国際
オカリナコンクール・アン
サンブル部門にて大賞受賞 
・セブンカルチャー久喜等で
指導 

￥1,000 
30人 18歳以上 
初級者 

オカリナを基礎からゆっくりご指導いたします。楽器経験がなくても、

楽譜が読めなくても大丈夫です。楽しく演奏しましょう。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥2,000 

アルトＣ調オカリナ（持
っている方）、筆記用具、
卓上譜面台（持っている
方） 

※学苑運営費は高校生以下免除。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。 

陶器のオカリナを希望の方は要相談 

オカリナをお持ちの方は教材費200円 

※けん玉購入予定の方は「日本けん玉協会」シール付を推奨 

親子参加の場合、中学生以下のお子様は受講料半額 

ご夫婦で参加の場合は、二人で受講料4,000円、教材費9,000円 

オカリナをお持ちの方は教材費200円 

オカリナは初回のみ貸出可能。購入希望の方は要相談 

託児はありません 
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ピアノ 

【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

74 

【スピーチトレーニング】～あがらないで聴き手の心を動かす

スピーチができるようになりたい方のための講座～（全2回） 
文化センター中央公民館 

4/16、23 
土曜日 
13：30～16：00 

赤羽 勝子 

・NPO 法人話し方普及協

会講師 
・埼玉県いきがい大学講
師 

￥1,000 
18人 
18歳以上 

突然スピーチを頼まれても臆せず楽しく話せるよう、実習で身につけま

す。自己紹介、挨拶等「話し方、聴き方」のコツも学びます。勇気は自

信より先行する。 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 
教材費￥100 

筆記用具 

● 芸術・文化講座 ● 

№ 
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 

75 

【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 

5/18、6/8、7/13、8/24、9/14 
水曜日 

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人 

「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よ！ 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥1,500 

雑巾 
新聞紙1部 

76 

【楽しい絵手紙講座】 

～気軽に始める絵手紙～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/14、28、5/19、26、6/9、23、

7/7、21、8/4、18、9/1、15 
木曜日 
9：30～11：30 

渡辺 利邦 

・武蔵野美術大学卒 

￥1,000 
20人 20歳以上 
初級者 

やさしく始めることができる絵手紙の描き方から始め

て、水墨画の筆使いや本格的な絵画への入口まで学ん

でいきます。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥5,000 

鉛筆 2B、消しゴム、布き
れ（筆洗い用）、コーヒ
ーカップくらいの水入れ 

77 

【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 

4/27、5/11、25、6/8、22、 

7/20、27、9/7、14、28 
水曜日 
9：30～11：30 

大島 順子 
・全日本きものコンサル
タント協会認定校 

・装道礼法きもの学院公
認きもの教室 

※アシスタント1名 

￥1,000 
15人 
初級者～上級者 

夏に着物は･･･と思わず、このチャンスにいろいろな半幅帯

の結び方もマスターしませんか？夏祭りは親子揃って浴衣

で出かけませんか？きっと注目されますよ。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 

着物一式（持っているも
のでよい。初日に説明す
るので新規購入不可） 

78 

【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 
4/18、5/16、30、6/6、20、 

7/4、11、9/5 

月曜日 10：00～11：30 

金子 雅子 
・着物愛好家 

・元中学体育教師 

※アシスタント1名 

￥1,000 
8人 
初級者、中級者 

40代に着物は最高です。50代は着る楽しさを知り、60代は更に楽しくなり、70

代は明るさ、若さを保つ手段としての着物。一人で着れるが目標です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

着物、帯、帯板、帯枕、帯揚げ、

帯締め、足袋、裾よけ、肌襦袢、

長襦袢、伊達締め2本、紐4本、

洗濯ばさみ3個、タオル2枚 

79 

【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 

4/18、5/16、30、6/6、20、 

7/4、11、9/5 

月曜日 19：00～20：30 

￥1,000 
10人 初心者 
※親子参加歓迎 

お稽古や会など、きものでお出かけするチャンスがあるのに洋服のあな

た、地元できものを習い、まずお教室で着てみましょう。親子参加も大

歓迎です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

着物、帯、帯板、帯枕、帯揚げ、

帯締め、足袋、裾よけ、肌襦袢、

長襦袢、伊達締め2本、紐4本、

洗濯ばさみ3個、タオル2枚 

80 

【民踊講座】 

～見る楽しさより踊れる楽しさを！～（全3回） 
コミュニティセンター 

4/13、5/18、6/15 

水曜日 

10：00～11：30 

豊藤 美知愛 
・豊藤流みちあい会家元 
・日舞、剣舞、詩舞、新
舞踊、民舞を自宅にて
指導 

￥1,000 5人 

さぁ踊りましょう！みんなで踊れば楽しさ100倍!!初心者の方、誰でも

踊れるように。体全体を使い仲間作りにどうぞ。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

なし 

81 

【川柳講座】～川柳を基礎から楽しく学び、日本語の美し

い言葉で五七五のドラマを詠もう～（全6回） 文化センター中央公民館 

4/27、5/18、6/29、7/27、8/24、
9/28 

水曜日 9：30～11：30 

相良 博鳳 

・文芸埼玉選考委員・編

集委員 

・県民活動総合センター

市民講師 

※アシスタント1名 

￥1,000 30人 

日本語の美しさを五七五の世界一短い詩で、自分を主役にして一篇の小

説を超えるドラマを、フィクションを混え創作しよう。現代川柳は人間

を詠む文芸です。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥600 

筆記用具 

82 

【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 

4/22、5/13、27、6/10、24、
7/8、22、8/5 
金曜日 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人 
18歳以上 

パソコンの時代でも筆書をしたいと思われる方が多いものです。実用書

道では小筆を使って書の基本から、のし、宛名、年賀状と日常生活に役

立つ書き方を学んでいきます。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥600 

小筆、墨、硯、物差し、

筆記用具 

83 

【実用書道講座】 

～小筆で暮らしの書を楽しみましょう～（全8回） 
文化センター中央公民館 

4/13、20、5/11、18、6/8、29、

7/13、27 

水曜日 9：30～11：30 

￥1,000 
20人 18歳以上 
基礎コース修了者 

基礎講座終了後の講座です。受講経験により練習内容が変わります。年

賀状や近況報告等暮らしの書信（挨拶状）を書きます。ご希望の教材に

も応じられるようにしています。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥600 

小筆、墨、硯、物差し、
筆記用具 

84 

【書道常識講座】 

～基礎から書道を学ぼう～（全8回） 
東部公民館 

4/19、5/10、24、6/7、21、 
7/5、19、9/6 

火曜日 13：30～15：00 

 

石井 春風 
・産経新聞「書のアート

展」常務理事、審査員 

・北本書道人連盟顧問 

￥1,000 
25人 20歳以上 
中級者 

日常使用する文字を理論的にやさしく解説し、形のとり方の方法を基礎

にしての講義、実践教室です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥4,000 

書道用具一式 

85 

【ペン・筆ペン講座】 

～基礎から学ぶペン習字～（全8回） 
東部公民館 

4/26、5/17、31、6/14、28、
7/12、26、9/13 
火曜日 13：30～15：00 

￥1,000 
20人 20歳以上 
中級者 

毎日使用する文字を理論的に解明、形のとり方、文章を書く時の漢字、

かな文字の組み合わせ方等の学習です。 

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 

86 

【かな書道初心者講座】 

～“ひら仮名”を筆文字で美しく～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/11、5/9、6/6、7/11、8/8、

9/12 

月曜日 10：00～12：00 

横田 元子 
・読売書法会幹事 

・埼玉県書道人連盟認定

教授 

￥1,000 
10人 20歳以上 
初級者 

日常使っている「いろは･･･」のかな文字を筆を使って、大字で書くかな

書道の基本講座です。筆で書くかな文字の美しさを発見してみませんか。 

受講料￥3,000 

（￥500×6回） 
教材費￥100 

墨、硯、太筆、下敷、文
鎮、半紙（かな用でなく
て良い） 

※学苑運営費は高校生以下免除。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 

【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

 
 

37 

【日本舞踊でフィットネス♪（通称 NOSS）】～伝統的な日

舞の動きを使って優雅にロコモ予防を!!～（全4回） 
文化センター中央公民館 

4/15、22、5/13、20 
金曜日 
13：30～15：00 

大野 恵子 

・NOSS 認定インストラ
クター 

・市内外の公民館にて講
座開催中 

￥1,000 20人 

日舞の動きで筋力向上を目指すNOSSは体力に自信のない方、運動の苦手

な方でも大丈夫な体操。日本人に合った柔かな動きと音楽で優雅に筋力

強化をしませんか！ 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥100 

運動できる服装、足袋
又は靴下、飲み物 

38 

【社交ダンス講座】 

～ラテン＆モダンを踊りましょう～（全12回） 
中丸公民館 

4/30、5/7、21、6/4、18、7/9、

7/16、30、8/6、20、9/3、17 
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42年 
・日本舞踊師範、指導歴
7年 

￥1,000 
15人 
※親子参加歓迎 

基本ダンス、リズム＆踊るアマルガ。楽しい雰囲気の中、

健康と体力づくりに参加してみませんか。 
受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

動きやすい服装、タオ

ル、飲み物 

39 

【社交ダンス講座】～全身運動で若返りにチャレンジしま

しょう！～（全12回） 
東部公民館 

4/10、17、5/1、22、6/12、6/26、
7/10、24、8/14、28、9/11、18 
日曜日 10：00～11：30 

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 

・JCFの登録選手 
※アシスタント1名 

￥1,000 
12人 

やさしいステップから始め、心地良い音楽を聞きながら楽しく踊りまし

ょう。ダンスを習って良かったと思える人生を送ってみませんか？ 
受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

タオル、 
飲み物、 
動きやすい服装 

40 

【社交ダンス講座】～歩く感覚で楽しく踊り、健康な体作

りをしませんか？～（全12回） 
中丸公民館 

4/14、21、5/5、19、6/2、16、

7/7、21、8/4、18、9/1、15 
木曜日 9：40～11：30 

櫛谷 正治 
・公益社団法人 全日本ダ

ンス協会連合会認定教

師、技術級（フェロー） 

・一般社団法人 日本舞踏

教師協会認定教師 

￥1,000 
10人 20歳以上 
初級者 

今健康寿命が話題になっていますね。運動は体を丈夫にしてくれます。

ダンスは美しい音楽を聞いて体の筋肉を使いますよ。あなたも始めてみ

ませんか？ 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥500 

動きやすい服装（女性は
スカート又はスラック
ス）、ダンス用靴、タオ
ル、飲み物 

41 

【社交ダンス講座】～今踊っているダンスをもっと詳しく

知りたい又は技術アップしたい方～（全12回） 
北部公民館 

4/16、30、5/14、28、6/11、25、
7/9、23、8/13、27、9/10、24 
土曜日 13：00～14：30 

￥1,000 
10人 20歳以上 
中級者 

少し踊れるようになった、しかしもっと上手になりたいけどどうすれば

いいのかなと思っている人はいますか？楽しく踊りながらもっと詳しく

学びませんか？ 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,000 

動きやすい服装（レッス
ン用の服装）、ダンス用
靴、タオル、飲み物 
※女性は髪をまとめること 

42 

【はじめてさんのフラダンス講座】 

～基本ステップを学ぼう～（全8回） 東部公民館 

4/11、18、5/2、16、30、6/6、
6/20、7/4 
月曜日 10：30～11：45 

石澤 陽子 

・フラ歴16年 

・指導歴9年 

・市内外公民館等で指

導 

￥1,000 
15人 20歳以上の女性 
初心者 

フラダンスが初めてという方を対象とした講座です。基本ステップを学

び曲に慣らしていきます。初心者の方、安心してご参加ください。気分

はハワイアン！ 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥200 

動きやすい服装（スカート
着用、タイトスカート不
可）、筆記用具、飲み物、
足拭きまたは汚れても良い
靴下 

43 

【ステップアップ・フラ講座】 

～基本ステップを復習し1曲踊ろう～（全8回） 東部公民館 

4/11、18、5/2、16、30、6/6、

6/20、7/4 
月曜日 13：30～15：00 

￥1,000 
15人 初級者 
初めてさんのフラ修了者また
は基本ステップができる方 

初心者講座修了者または基本ステップが踏める方を対象にした講座で

す。滑らかなステップと1曲マスターを目指します。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥200 

動きやすい服装（スカート
着用、タイトスカート不
可）、筆記用具、飲み物、
足拭きまたは汚れても良い
靴下 

44 

【ウォーキング講座】～世界記録保持者が教える究極のア

ンチエイジングウォーキング～（全4回） 

文化センター中央公民館 

5/7、14、21、28 

土曜日 
9：30～11：30 

和田 浩 
・全日本マスターズ競

歩大会80歳代・50㎞

競歩世界新記録樹立 

※アシスタント1名 

￥1,000 
10人 
ウォーキングが好きな人 

あなたも80歳になったとき、50キロを歩ける体力づくりに挑戦してみま

せんか。20代は病弱で結核を患った私ができたのですから、あなたもで

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、飲み物 

45 

【女性のための健康ウォーキング講座】 

～歩いているだけでは歩けなくなる･･･!?～（全12回） 北部公民館 

4/23、30、5/7、28、6/4、11、
7/9、16、23、8/6、9/3、24 
土曜日 10：30～11：45 

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14年 

￥1,000 
15人 初級者 
おおむね55歳以上の女性 

自分の歩き方の癖を確認し、いつまでも元気に歩き続けるための筋トレやストレ

ッチのトレーニング方法を学びます。 
受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥200 

運動のできる服装、ウォ
ーキングシューズ、水分
補給用飲み物、浴用タオ
ル、汗拭きタオル 

46 

【全ての武道に役立つ心身のあり方】 

～誰も教えてくれない合気の原理を教えます～（全3回） 
勤労福祉センター 

4/16、30、5/14 

土曜日 
9：30～12：00 

大野 朝行 

・魂合気研究会長 

※アシスタント1名 

￥1,000 
20人 初級者～上級者 
小学4年生以上 
※親子参加歓迎 

本来の合気は、全て箸を運ぶのと同じ力で転がせます。その原理と実践

法を教えます。動きが敏捷になり、日常生活にも、気鬱の改善にも役立

ちます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

なし 

47 

【太極拳講座】 

～やってみようヨ！簡化２４式太極拳～（全6回） 

コミュニティセンター 

5/2、16、30、 
6/6、20、7/4 
月曜日 
13：30～15：00 

関山 邦孝 

・日本太極養生健身会

元会員 

・NPO法人太極拳養心会

元会員 

￥1,000 
15人 
初心者、初級者 

太極拳は中高年者の健康増進法です。この太極拳は中国の公園などで広

く親しまれている代表的な太極拳です。楽しい太極拳で快適な健康生活

を過ごしましょう。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

運動しやすい服装、平底
の靴、飲み物、タオル（汗
拭き用） 

48 

【姿勢が良くなるイス体操講座】 

～肩こり、首こり、猫背に効果があります～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/18、5/2、16、30、6/6、20 
月曜日 
10：00～11：00 

吉村 美喜 

・イケコ式スケルタル
アレンジ顔こり、肩
こり、あご体操イン
ストラクター 

￥1,000 
15人 
中高年 

体重を支えている股関節や骨盤を整え、動き癖に気付き痛みのない動き

方を探します。深い呼吸で筋肉を伸ばしたり縮めたりしてバランスのよ

い体を作ります。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

タオル、飲み物 

※学苑運営費は高校生以下免除。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。 
 

過去に受講した方で筋トレ用ゴムをお持ちの方は教材費無料 

親子参加の場合、子ども（小・中学生）の受講料無料 

親子参加の場合、二人で受講料5,000円（高校生以下に限る） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJiLOhtLzKAhXBGJQKHWmWBYIQjRwIAw&url=http://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_49.html&psig=AFQjCNFNVmV0M_K6AcLC7ES97Sq8Wg6V4A&ust=1453517361685889


※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 

【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

49 

【フタムラ式血液循環体操講座】 

～思いどおりに身体を温める簡単な体操～（全4回） 北部公民館 

5/9、16、6/6、20 
月曜日 

13：30～15：00 

及川 芳子 

・血液循環体操指導士 

※アシスタント1名 

￥1,000 
15人 20歳以上 
初級者 

身体の中から力が沸き、手足の先まで血液を届ける体操。短時間で身体

がぽかぽか。椅子に腰掛けながらする血液循環体操。一緒にやってみま

せんか。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥100 

運動のできる服装、タ

オル、飲み物 

50 

【骨盤調整プログラム講座】 

～骨盤を整え、機能的な身体へ！～（全8回） 
学習センター 

4/12、26、5/10、24、6/7、21、
7/5、19 
火曜日 10：30～11：30 

沼田 紘子 
・スタジオヨギービューテ
ィ・ペルヴィス（R)プロ
フェッショナルコース
修了、マタニティーエキ
スパートコース修了 

￥1,000 
18人 20歳以上の女
性、初級者、中級者 

骨盤を整えることで全身を調整します。身体の癖を知り、

気付く力を高めます。痛みや不調のない機能的な身体へ導

きます。運動の苦手な方も大歓迎です！ 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

動きやすい服装（ジーン
ズ除く）、ヨガマット（又
は大きめのバスタオル）、
飲み物、汗拭きタオル 

51 

【自力整体体操講座】～自力整体で骨盤のゆがみを治し、心

も体もスッキリスリム！～（全11回） 
中丸公民館 

4/22、5/13、27、6/10、24、

7/8、22、8/12、26、9/9、23 
金曜日 10：00～12：00 

 
佐藤 隆 
・矢上予防医学研究所公

認自力整体ナビゲー

ター 

・整体師 

・ストレッチトレーナー 

￥1,000 
24人 
初級者～上級者 

筋肉、関節をほぐしてゆるめることで体の老廃物を排泄し整体にします。

また、筋肉を引き締めヤセ体質へと改善します。猫背、便秘、肩こり等

も即効解消。ゆったりな感じで進めます。 

受講料￥5,500 
（￥500×11回） 
教材費￥500 

ヨガマット、動きやすい服
装、飲み物、80cm以上のタ
オルやストール（実技で使
用、握りやすいものが最適） 

52 

【キレイにヤセル自力整体体操講座】 

～体幹ヨガ＆骨盤の歪み修正～（全11回） 
中丸公民館 

4/12、19、26、5/10、17、24、

5/31、6/7、14、21、28 
火曜日 18：30～20：30 

￥1,000 
24人 
初級者～上級者 

体幹ヨガのポーズで体幹＆骨盤を引き締め、整体実技で老廃水分を排泄
することによりヤセ体質を作ります。併せて肩こり、腰痛もラクに。確
実に効かせます。ちょっとキツメな感じで進めます。 

受講料￥5,500 
（￥500×11回） 
教材費￥500 

ヨガマット、動きやすい服
装、飲み物、80cm以上のタ
オルやストール（実技で使
用、握りやすいものが最適） 

53 

【はじめてのヨガ講座】 

～足ツボ＋ヨガでデトックス（月曜クラス）～（全12回） 
西部公民館 

4/11、18、5/16、30、6/6、13、
6/20、7/4、11、8/1、8、29 
月曜日 13：30～14：45 

国峰 かおる 
・PFA ヨガライセンス認
定ヨガインストラクタ
ー 

・ミュウボディフットセ
ラピー認定フットリフ
レソロジスト 

￥1,000 
20人 30歳以上の女性で
健康な方 
初級者～上級者 

ヨガに加えて手足等のツボ押しもレクチャーします。ヨガとの相乗効果
で全身のめぐりを良くし、スッキリとした心とカラダを手に入れましょ
う。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

ヨガマット、汗拭きタ
オル、飲み物 

54 

【はじめてのヨガ講座】 

～足ツボ＋ヨガでデトックス（火曜クラス）～（全8回） 
文化センター中央公民館 

4/19、26、5/10、24、6/7、21、
7/12、26 
火曜日 13：30～14：45 

￥1,000 
20人 30歳以上の女性で
健康な方 
初級者～上級者 

初めての方大歓迎です。ゆったりとしたペースで進めていきます。足ツ

ボ＋ヨガでカラダ丸ごとリフレッシュしましょう。 
受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

ヨガマット、汗拭きタ

オル、飲み物 

55 

【ルーシーダットン講座・平日コース】～タイ古式エクサ

サイズで気持ち良く身体を動かそう～（全10回） 
文化センター中央公民館 

4/11、18、5/9、30、6/6、20、

7/4、25、8/8、22 
月曜日 13：30～14：40 

星野 里香 
・タイ政府公認 STCC ル
ーシーダットンイン
ストラクターコース
修了 

・タイ政府公認CCAルー
シーダットンコース 

・タイ政府公認Ong'sタ
イマッサージスクー
ルルーシーダットン
コース 

￥1,000 
20人 
初級者  

タイに古くから伝わる自己整体法で、筋肉をほぐし、血液・リンパの流

れを活発にする体操です。体力に自信のない方や、身体の硬い方も安心

してご参加ください。 

受講料￥5,000 
（￥500×10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 

56 

【ルーシーダットン講座・週末コース】～タイ古式エクサ

サイズで気持ち良く身体を動かそう～（全10回） 
文化センター中央公民館 

4/17、5/8、6/12、26、7/10、

7/24、8/7、8/21、9/11、25 
日曜日 15：00～16：10 

￥1,000 
20人  
初級者 

タイに古くから伝わる自己整体法で、筋肉をほぐし、血液・リンパの流

れを活発にする体操です。体力に自信のない方や、身体の硬い方も安心

してご参加ください。 

受講料￥5,000 
（￥500×10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 

● 料理講座 ●  

№ 
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 

57 

【中華のトマト料理講座】 

～各種の小麦粉料理も作ります～（全6回） 
勤労福祉センター 

4/18、5/16、6/20、7/11、8/8、
9/12 
月曜日 9：00～12：00 

楊 鳳秋 
・日中学院、市内外サー
クル中国語講師（10
年以上） 

※アシスタント1名 

￥1,000 20人 

北本だからこそ、中国の多彩な美味しいトマト料理を紹介します。魚、

肉、卵、野菜と演出した多彩なトマト料理、各種のかわいい小麦粉料理

を堪能できます。美味しい中国茶も楽しめます。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥6,000 

エプロン、ハンカチ、
筆記用具、布巾、雑巾 

58 

【男性限定・料理講座】 

～ゼロから始める男の料理教室～（全5回） 
中丸公民館 

4/18、5/2、16、6/6、20 
月曜日 
13：30～16：30 

斉藤 幸展 
・あさひ料理教室主宰 

・調理師専門学校元教員 

・専門調理食育推進員 

￥1,000 
20人 40歳以上の男
性、初級者、中級者 

台所にほとんど立ったことがない方を対象に、料理の基本を

ゆっくり学びながら、簡単で美味しい定番料理に挑戦しま

す。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥4,000 

エプロン、ハンカチ、
タオル2枚（食器拭き、
台布巾）、筆記用具 

59 

【手打ちうどん講座】 

～家庭で手打ちうどんを打とう～（全3回） コミュニティセンター 

5/7、14、21 
土曜日 

9：00～12：00 

山口 正博 
・そば道場大心堂会員 

12年 

￥1,000 
12人 20歳以上 
初級者 

コシの強いうどんを打ってみませんか。女性も高齢の方も家庭で簡単に

打てます。熟成時間も短く打てます。是非挑戦してください。試食もあ

ります。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥3,000 

タオル2枚（バンダナ等頭を覆

うもの・手拭き用）、エプロン、

生うどん持ち帰り用密閉容器、

メモ帳、筆記用具 

60 

【手打ちラーメン講座】 

～手軽にご家庭でラーメンが食べられます～（全4回） 
中丸公民館 

5/22、29、6/5、12 

日曜日 

9：00～12：00 

 

西條 覚 

・そば道場 

大心堂会員 

￥1,000 
12人 中学生以上 
初級者 

小麦粉で毎回約 5人前のラーメンを打ちます。ご家庭にある道具で簡単

に打つことができます。自分で作ったものを試食できます。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥3,000 

バンダナ（タオル可）、エプ
ロン、タオル2枚、持ち帰り
容器、フキン2～3枚、レジャ
ーシート（90㎝×90㎝位、麺
踏み用の敷物として使用） 

※学苑運営費は高校生以下免除。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。 

 

● 教養関係講座 ●         【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月25日（木）～３月11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 

61 

【栄養（四群点数法）講座】 

～毎日食べる食事は健康な体を作る基本です～（全3回） 
南部公民館 

5/14、21、28 

土曜日 

13：30～15：30 

丸山 寿子 
・女子栄養大学生涯学

習講師 

・料理教室講師 

※アシスタント1名 

￥1,000 
15人 
18歳以上 

「四群点数法」は誰にでも簡単に実践できる食事法です。この食事法を

身につければ、一生の財産になると確信しております。一緒に勉強しま

せんか。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥1,600 

筆記用具、電卓（持っ
ている方） 

62 

【楽しく学べる住宅設計の基礎講座】（全12回） 文化センター中央公民館 

4/14、28、5/19、26、6/9、23、

7/7、21、8/4、18、9/1、15 
木曜日 13：30～15：30 

 

渡辺 利邦 

・武蔵野美術 
大学建築科卒 

￥1,000 
10人 20歳以上 
初級者 
※ご夫婦歓迎 

自分が住んでみたい家を自分で設計できたら･･･。理想的なリフォームを

したい。そんな方々に“間取り”の考え方から構造や外観、インテリア

の知識を学んでいただきます。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥5,000 

鉛筆（HB）又はシャー

プペン、消しゴム 

63 

【パソコン講座】 

～超初心者のためのやさしいパソコン講座～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/17、24、5/1 日曜日 

9：30～12：00 
13：00～15：30 
※昼休み1時間 食事は各自 

早川 澄雄 
・パソコン歴20年 

・北本EP（エンジョイ

パソコン）クラブ代

表 

￥1,000 18人 

パソコンが初めての方でも一通り使えるようになります。パソコンはい

つ始めても遅くありません。気楽に参加してパソコンに触れてみましょ

う。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥1,080 

筆記用具、 

B5ノート 2冊、携帯電

話又はスマートホン 

64 

【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 

4/15、22、5/13、20、27、 

6/3、17、24 

金曜日 16：00～17：00 

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 
25人 
初級者 

韓流ドラマや K-POPから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。いつの間にか読める驚きを皆さんに。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥800 

筆記用具、ノート 

65 

【中国語会話講座】 

～楽しくゼロからしっかり中国語を学ぼう～（全5回） 
文化センター中央公民館 

5/13、27、6/10、24、7/8 

金曜日 

18：20～19：20 

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 10人 

中国語で日常あいさつと簡単な旅行会話ができるようになります。分か

りやすく、楽しく勉強します。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥500 

筆記用具、ノート 

66 

【地域学講座】～資料から学ぶ郷土の水に関わる歴史（行

田、鴻巣、北本）～（全5回） 
文化センター中央公民館 

4/19、26、5/17、24、31 

火曜日 

9：30～11：00 

柳 毅 
・他市で公民館主催の郷

土史の講座を担当 

￥1,000 
20人 
18歳以上 

埼玉の歴史の中で水に関わる事象を取り上げ、資料から学びます。内容

は、さきたま古墳群と水運他・忍城水攻め（行田市等）、屈巣沼の開拓

（鴻巣市等）、荒川の横堤（北本市等）です。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥800 

筆記用具 
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【コントラクトブリッジ講座】～頭の体操！１億人のトラ

ンプゲーム・はじめの一歩～（全4回） 
文化センター中央公民館 

5/12、19、26、6/2 
木曜日 
18：00～20：30 

堀内 勝臣 
・日本コントラクトブリ
ッジ連盟公認ブリッ
ジインストラクター 

￥1,000 
16人 
初級者 

世界で1億人が遊ぶトランプゲームです。東大など11大学での授業に採

用され、オリンピックの正式競技として認められた、奥が深く社交的な

競技です。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥400 

なし 
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【初心者囲碁教室】 

～碁を覚えて囲碁を楽しみましょう～（全12回） 
学習センター 

4/16、30、5/7、21、6/4、18、
7/2、16、8/6、20、9/3、17 
土曜日 
10：00～12：00 

田畠 彩雄 

・日本棋院五段免許 
・平成27年児童館にて
「北本ジュニア囲碁
道場」講師 

￥1,000 
20人 20歳以上 
初級者 

スケールの大きなゲームなのに、ルールが簡単。基本のルールを覚

えれば直ぐにゲームができます。老若男女を問わず誰とでも知的ゲ

ームが楽しめます。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,770 

筆記用具 

69 

【法務講座】～相続諸問題とエコノミカルフューネラルよ

りみる葬儀のあり方～（全1回） 
文化センター中央公民館 

4/26 

火曜日 

13：30～14：30 

福島 英臣 
・行政書士免許 

￥1,000 
20人 
20歳以上 

死亡による人間の尊厳を維持しつつ、経済的観点から遺族の生活を考え

ます。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥100 

筆記用具 

70 

【介護技術の基礎講座】（全1回） 学習センター 

6/25 
土曜日 

10：00～12：00 

吉川 将太 
・理学療法士 

・介護支援専門員 

・北本市協働推進事業実施 

※アシスタント1名 

￥1,000 
20人 
初級者 

初心者大歓迎です。実技形式で学びます。人の体の動きを理解し、介護

する人とされる人が安心できる介助に繋げます。寝返り、立ち上がりな

どを行います。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 

動きやすい服装 
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【Ｍｙ Ｂｏｏｋのすすめ】～眠っている原稿を
ＭｙＢｏｏｋとして残しませんか～（全3回） 

西部公民館 

4/13、20、27 

水曜日 
10：00～12：00 

山田 葉月 
・20 代よりグラフィック

デザイン、編集デザイン

に携わる 

・40代フリーランス 

・50代～専門学校で講師 

￥1,000 
10人 20歳以上 
自費出版に興味のある方 

自分史、記念誌、画集、旅行記、エッセイ、その他書き溜め

た原稿を一冊の本にまとめてみたいあなた。本にするための

基礎知識を分かりやすく説明します。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

筆記用具、ノート 

72 

【生活の知恵袋講座】 

～ダウンジャケットを洗ってみましょう～（全1回） 
学習センター 

4/18 

月曜日 
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人  

家庭で簡単にダウンジャケットが洗えます。サッパリとふわふわに上手

に洗う方法を環境を配慮し、実演しながら伝授いたします。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥100 

筆記用具、タオル 

73 

【レディのためのマナー講座】 

～基本からやさしく丁寧に～（全5回） 
東部公民館 

4/23、5/28、6/25、7/23、8/27 

土曜日 

10：00～11：30 

阿久津 葉子 
・秘書技能検定1級 

・硬筆書写技能検定 2

級 
・秘書歴15年 

￥1,000 
6人 
高校生以上の女性 

物のもち方、渡し方、お茶出し、中元歳暮の添え状の書き方、

電話応対、ボイストレーニング等ビジネスマナーや日常礼法

を学びます。お気軽にお越しください。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥300 

鉛筆、消しゴム、定規、
筆ペン（ボールペンも
可） 

※学苑運営費は高校生以下免除。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。 

前回受講者で「5枚メジャー入門コース」をお持ちの方は教材費無料 

空腹でご参加ください 


