
 

  

申込み 
 
受講の可否 

 
受講料の納入 

 
受講 

いずれかの方法で申込み 

・指定の往復はがき 

・キタガクＨＰ 

申込期間（期間内必着） 

Ａ日程 (№１～１０８) 

８/２５(金)～９/１５(金) 

Ｂ日程 (№１０９～１３３) 

８/２５(金)～１２/６(金) 

 

※直接お持ちの場合は、 

土・日・祝日除く 

申込み期間終了

後、１週間程度

で返信はがき又

はメールを送付 

納入期間 
Ａ日程 (№１～１０８) 

９/２５(月)～１０/６(金) 

Ｂ日程 (№１０９～１３３) 

１２/(金)～６/２３(金) 
 
※土・日・祝日除く 
 
※4/1(土)及び6/17(土)は9：00

～12：00まで市役所 

1階総合案内隣で受付けます。 

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

申込み  受講の可否  受講料の納入  受講 

いずれかの方法で申込み 

・とじ込み往復はがき 

・キタガクＨＰ 

申込期間（期間内必着） 

通年・Ａ日程 (№１～１１８) 

２/２３(金)～３/１４(水) 

Ｂ日程 (№１１９～１４０) 

２/２３(金)～６/８(金) 

 

※直接お持ちの場合は、 

土・日・祝日除く 

 申込み期間終了

後、１週間程度

で返信はがき又

はメールを送付 

 納入期間 
通年・Ａ日程 (№１～１１８) 

３/２６(月)～４/６(金) 

Ｂ日程 (№１１９～１４０) 

６/１５(金)～６/２２(金) 
 
※土・日・祝日除く 
 
※3/31(土)及び 6/16(土)は

9：00～12：00まで市役所 1階

総合案内隣で受付けます。 

 直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

パンフレット（キタガク講座案内）配布場所 

広報と同時配布していませんので、ご注意ください 
・北本市役所（総合案内、生涯学習課） 

・文化センター（中央公民館、中央図書館） 

・児童館、こども図書館 

・地区公民館（東部、西部、南部、北部、中丸）、学習センター、 

コミュニティセンター、勤労福祉センター 

・野外活動センター 

・総合福祉センター（社会福祉協議会） 

・健康増進センター 

・体育センター  ・総合公園            

・北本駅     ・駅連絡所            

・農業ふれあいセンター（桜国屋） 

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） 

北本市本町1-111（市役所3階） 

TEL 048-594-5567 
 

キタガクホームページ 
講座の案内や申込み、市民教授の紹介など 

詳しく載せていますのでぜひご覧下さい。 

http://kitagaku.sakura.ne.jp/ 

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） 

申込みにあたっての注意事項  

※ 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、申込み時に日程をよく確認してください。 
※ 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。 
※ 勤労福祉センター、コミュニティセンターはエレベーターがありませんので、ご注意ください。 

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 30年度後期講座

（平成 30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 5月号をご覧下さい。 

平成30年2月23日発行（次号は8月末に発行予定） 

キタガク講座 申込みの流れ 

※学苑運営費は同期中に複数の講座を受講される場合、２講座目から免除になります。 

※学苑運営費は高校生以下免除になります。 

 

※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23日（金）～３月14日（水）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 

【働く人のためのかな書道】 

～墨を磨る時間～（全12回） 
南部公民館 

4/24、5/22、6/26、7/24、
8/7、9/18、10/23、11/27、
12/18、1/22、2/26、3/26 
火曜日 18：30～20：30 

鳥井 美知子 
・日展会友 

・読売書法会理事 

・二藍舎主宰 

￥2,000 
15人 18歳以上 
初級者～上級者 

国宝・源氏物語絵巻の詞書の部分を臨書します。＜かな＞書の美し

い表現を発見しながら、平安貴族の世界をのぞいてみましょう。ゆ

っくり墨を磨ることも忘れず。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥3,000 

墨、硯、筆（4号）、小筆、
半紙、下敷、文鎮、※新
規購入は要相談。清書用
紙は用意します。 

2 

【書道講座】 

～楽しみながら書道（漢字科）を学ぼう～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/28、5/19、6/2、7/7、
8/4、9/8、10/6、11/10、
12/1、1/12、2/16、3/9 
土曜日 13：30～14：30 

森川 畦水 
・墨華書道研究会公認

教授 

・日本書道美術館参与 

・日本教育書道連盟師

範（漢字・かな） 

￥2,000 
15人 初心者 
※親子参加歓迎 

初心者のための漢字コースをつくりました。しばらく筆を持ったこ

とがないが大丈夫かしらという人にピッタリです。1時間座っていら

れる方歓迎。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,200 

筆（太・小）硯、文鎮、
墨、水、下敷、半紙等
一式 

3 

【書道講座】 

～楽しみながら書道（かな科）を学ぼう～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/28、5/19、6/2、7/7、

8/4、9/8、10/6、11/10、

12/1、1/12、2/16、3/9 

土曜日 15：00～16：00 

￥2,000 
15人 初心者 

※親子参加歓迎 

初心者のためのかなコースをつくりました。小さなお子様のお父さ

ん、お母さんも、お子様と一緒にひらがなを書いてみませんか。退

職される方も大歓迎です。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,200 

筆（太・小）硯、文鎮、
墨、水、下敷、半紙等
一式 

4 

【着付け講座】 

～四季を通してお着物を楽しみましょう～（全22回） 

勤労福祉センター 

4/17、5/1、15、6/5、19、7/17、

7/31、8/7、9/4、18、10/2、

10/16、11/6、20、12/4、18、

1/15、29、2/5、19、3/5、19 

火曜日 13：30～15：30 

森岡 美衣 

・ハクビ京都きもの学

院教授 

・ウォーキング＆スト

レッチアドバイザ

ー 

・市内外公民館講師 

・国際免許 

・ハクビ舞中級 

￥2,000 
15人 
初級者～上級者 

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しょう。 

受講料￥11,000 
（￥500×22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、腰ヒモ5,6本、仮ヒモ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 

5 

【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 

4/28、5/26、6/2、7/7、
8/4、9/1、10/6、11/10、
12/1、1/12、2/2、3/2 
土曜日 13：30～15：30 

￥2,000 
15人  
初級者～上級者 

思いで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しょう。 

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、腰ヒモ5,6本、仮ヒモ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 

6 

【基礎から学べる歌謡講座】～歌唱上達法・歌を楽

しみ笑顔で広がる心の和～（全24回） 

北部公民館 

4/16、30、5/7、21、6/4、18、

7/9、16、8/6、20、9/3、17、

10/1、15、11/5、19、12/3、17、

1/7、14、2/4、18、3/4、18 

月曜日 13：30～15：00 

小林 旭 
・免許、尺八準師範「篠
崎旭翠」 

・テレビ埼玉ミュージッ
クアカデミー公認講
師、審査員 

※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発音は腹式で

行ない、歌唱技術で言葉の意味を伝えます。音楽用語を知り、譜面

の読み方で歌のレベルを向上させます。 

受講料￥12,000 
（￥500×24回） 
教材費￥1,500 

筆記用具、飲み物 

7 

【カラオケ講座】～年齢を重ねたらいつも歌の歌え

る時間、大切にしましょう～（全24回） 

コミュニティセンター 

4/17、5/1、15、29、6/12、26、

7/10、24、8/7、21、9/4、18、

10/2、16、11/6、20、12/4、18、

1/8、22、2/5、19、3/5、19 

火曜日 13：30～16：30 

三沼 忠雄 
・カラオケ歌謡指導者
講師、歌手、カラオ

ケ指導歴30年 
※アシスタント1名 

￥2,000 
16人  
初級者、中級者 

親しみやすい曲を選んでその曲の詩の情景、人物等を見つけ出しメ

ロディに合わせ演じます。言葉の持つ発声、息の使い方で、味のあ

る歌唱技術で楽しく輝く人生に！ 

受講料￥12,000 
（￥500×24回） 
教材費￥1,000 

筆記用具、飲み物 

8 

【社交ダンス講座】 

～ふだん着で楽しく踊る社交ダンス～（全24回） 

中丸公民館 

4/21、28、5/12、19、6/2、16、

6/30、7/14、21、8/4、18、9/1、

9/15、10/6、20、11/3、17、12/1、

12/15、1/5、19、2/2、16、3/9 

土曜日 10：00～11：30 

栗原 弘子 

・社交ダンス資格（フ

ェロー） 

・指導歴40年以上 

￥2,000 
15人 
初級者 

社交ダンスは友達とちょっと遊びの気分で組んで踊る楽しさあるダンス

です。 
受講料￥12,000 
（￥500×24回） 

踊りやすい服装、タオ

ル、飲み物 

9 

【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、5/1、6/5、7/3、8/7、
9/4、10/2、11/6、12/4、
1/8、2/5、3/5 
火曜日 10：30～11：30 

福田 由美 

・IACAアロマセラピス
ト 

・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や日焼け止めクリーム等安心安全

なアロマで手作りをします。香りとマッサージのリラックス効果で自

分を癒せます。 

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） 

10 

【幸せを見つける12レッスン！】 

～ネガティブからポジティブへ～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/24、5/15、6/19、7/17、
8/21、9/18、10/16、11/20、
12/18、1/15、2/19、3/19 
火曜日 10：30～11：30 

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 

誰でもしあわせ（ポジティブ）になれます。必然に起こる見えない

世界（スピリチュアル）をひもとき、引き寄せの法則で、健康と幸

せをつかみ、笑顔の自分をたくさん体験しましょう。 

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） 

 



 

※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 

● 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23日（金）～３月14日（水）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 

【地域学講座】～資料から学ぶ武蔵国の歴史的事象

と人物たち（行田・熊谷他）～（全5回） 文化センター中央公民館 

4/17、24、5/1、8、15 

火曜日 

9：30～11：00 

柳 毅 

・他市の生涯学習セン

ターで、郷土史の講

座を担当 

￥1,000 
25人 
18歳以上 

埼玉の元の国である武蔵国の特徴と、この国の歴史的事象として、埼玉
さきたま

古

墳群の特徴と、忍城水攻めを学びます（行田）。また、人物として武蔵武

士の熊谷直実（熊谷）と郷土史家の清水雪翁
せつおう

(行田)の生涯を学びます。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥800 

筆記用具 

12 

【法律講座】 

～知って得する相続セミナー～（全1回） 
文化センター中央公民館 

6/3 

日曜日 

10：00～12：00 

山口 修 

・行政書士 

・宅地建物取引士 

・2 級ファイナンシャ

ルプランナー 

￥1,000 
20人 
初級者 

現役の相続のプロフェッショナルが相続に関して「お金のこと」、

「相続のこと」、「不動産のこと」等様々な視点からお届けする相

続のセミナーです。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 

筆記用具 

13 

【パソコン講座】 

～はじめてのパソコン教室～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/15、22、29、5/6、13、

5/20 

日曜日 9：30～12：00 

早川 澄雄 

・パソコン歴23年 

・北本EP（エンジョイ

パソコン）クラブ代

表 

￥1,000 18人 

文字入力から始めます。自分に合った歩幅で着実に一歩ずつ進めまし
ょう。迷っているあなたも私と一緒にやってみましょう。やさしくア

シストします。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥1,060 

筆記用具、ノート、携

帯電話またはスマホ、

デジタルカメラ 

14 

【初級写真講座】 

～失敗しないための撮影方法～（全6回） 
西部公民館 

4/21、5/12、26、 

6/9、23、7/14 

土曜日 9:30～11:30 

大島 登 

・一般社団法人 日本
写真作家協会会員 

・写真歴45年 

￥1,000 
15人  
20歳以上 初級者 

スマホ＆一眼カメラを上手に使いこなして、皆様に合った写真の楽

しみ方や撮り方を指導していきたいと思います。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥2,000 

スマホまたはデジタ
ルカメラ、筆記用具、

カメラ説明書 

15 

【楽しく遊んで学ぶスマホ・デジカメ講座】 

～初級コース～（全6回） 
野外活動センター 

4/18、5/16、6/20、7/18、

8/22、9/19 

水曜日 9：30～11：30 

小松崎 武美 

・埼玉県美術家協会会員 

・北本デジタル写真ク

ラブ相談役 

・写真歴25年 

￥1,000 
15人 
初級者 

スマホ・デジカメを使って撮影実習、シャッターチャンスの捉え方、

光線の見極め感覚、編集プリント方法等、みなさんと一緒に学びまし

ょう。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥1,000 

スマホ・デジタルカメ
ラ、カメラ説明書 

16 

【初級から二段を目指す囲碁道場】 

～対局と総合問題で棋力アップ～（全12回） 

学習センター 

4/21、5/5、19、6/2、16、

6/30、7/7、21、8/4、18、

9/1、15 

土曜日 9：30～11：30 

田畠 彩雄 

・日本棋院五段免許 
・市内公民館、児童館
で囲碁教室講師 

￥1,000 
20人 初級者～上級
者、碁が打てる方 

初級、中級、上級、初段と参加者同士の対局。序盤、中盤、終盤の

総合問題と解説で二段を目指します。囲碁を通じてコミュニケーシ

ョンの場が持て楽しいです。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥200 

筆記用具 

17 

【頭の体操！コントラクトブリッジ講座】 

～まずはミニブリッジから～（全4回） 
文化センター中央公民館 

6/7、14、6/21、28 

木曜日 

9：30～12：00 

堀内 勝臣 
・公益社団法人日本コ

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 18歳以上 
初級者 

2018年のアジア大会の正式競技として行われるコントラクトブリッ

ジですが、その基礎となるミニブリッジを一緒に楽しんでいきまし

ょう。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

 

なし 

18 

【システムダイアリーとマイヒストリーづくり講座】 

～大切な心の財産と思い出づくりを目指して！～（全7回） 
南部公民館 

4/22、5/6、20、6/3、17、

7/1、15 

日曜日 13：30～15：30 

田上 克義 

・一級建築士 

・宅地建物取引主任者資格 

・特定建築物調査員資格 

・インテリアプランナー

登録 

￥1,000 
20人  
30歳以上 

続けたい・実行したい人！向けです。機能的で単純にシステム型へ書き

込める日記と大切な記録と心の糧になる自分史作成を共にエクササイズ

しませんか！ 

受講料￥3,500 
（￥500×7回） 
教材費￥220円 

鉛筆、消しゴム、マーカ

ー、A4判レポート用紙（冊

子）、30㎝長定規 

19 

【早口ことば 朗読講座】 

～ドライマウス予防！小顔効果も～（全6回） 
東部公民館 

4/18、5/2、16、30、6/6、

6/20 

水曜日 10：30～11：30 

阿久津 葉子 

・公民館等でマナー講
座講師 

・ボイストレーニング
指導 

・秘書技能検定1級 

￥1,000 15人  

スピードで脳を刺激し記憶力アップ！顔や口の体操のあと様々な早

口言葉や歌舞伎の台詞を朗読。上手く言えなくても笑顔になれる♪ 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥100 

鏡、筆記用具、 
飲み物 

20 

【話し方講座】 

～こんな時、あんな時のプラチナ言葉～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/21、5/12、6/16、7/14、

8/11、9/8 

土曜日 10：00～11：30 

大成 達夫 
・話し方講師歴10年 
・市外公民館等にて活

動 

￥1,000 15人 

①相手との距離感がぐっと縮まる一言。②信頼感が深まる会話。③相手の気持ちを

くみ取る聞く力。④相手が話したくなる言葉かけ。⑤情報を引き出す会話力。⑥雑

談力とほめ会話。以上、実践力がつく話し方講座にしたいと思っています。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

筆記用具 

21 

【ほめる達人講座】～「ほめ達！」が知っている魔

法の言葉～（全3回） 
文化センター中央公民館 

4/18、5/16、6/20 

水曜日 

18：00～19：30 

野田 雪江 

・特別認定講師 

・一般社団法人日本ほ

める達人協会 

￥1,000 
10人 初級者 

※男性歓迎 

部下や子供や周りの人を「やる気にさせる・その気にさせる」ほめ

方には技術があります。すぐに効果が出て笑顔が湧くコツとワザを

勉強しましょう。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥500 

筆記用具 

 

※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23日（金）～３月14日（水）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 

【栄養（四群点数法）講座】 

～食生活を改善して健康になろう～（全2回） 
南部公民館 

5/20、27 

日曜日 

9：30～11：30 

丸山 寿子 
・女子栄養大学生涯学

習講師 

※アシスタント1名 

￥1,000 
15人 
※男性歓迎 

「なにをどれだけ食べたらいいの」が分かれば、食事作りが楽しく

なります。誰もが簡単に実践できる「食事法」です。健康な身体は

人間にとって宝物です。 

受講料￥1,000 
（￥500×2回） 
教材費￥1,500 

筆記用具、 

電卓(お持ちの方) 

23 

【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 

4/24 

火曜日  

9：30～11：30 

西川 裕美 
・埼玉県環境教育アシス
タント 

・埼玉県家庭教育アドバ
イザー 

・消費者被害防止サポー
ター 

￥1,000 15人 

家庭で簡単にダウンジャケットが洗えます。環境に配慮しサッパリ

ふわふわに洗う方法を実演しながら伝授します。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥100 

筆記用具 

24 

【介護技術の基礎講座】（全1回） 学習センター 

5/12 

土曜日 

9：30～11：30 

西山 直樹 

・理学療法士 

￥1,000 
10人  
初級者 

初心者大歓迎です。実技形式で介護の基礎を学びます。人間の身体

の動きを理解し、介護する人とされる人が安心できる介護に繋げま
す。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 

動きやすい服装 

25 

【ケア（介護）が良くなるコーチング技術講座】 

（全1回） 
学習センター 

6/23 

土曜日  

9：30～11：30 

吉川 将太 

・理学療法士 

・介護支援相談員 

・北本市協働推進事業 

￥1,000 
20人 初級者 

介護にかかわる方 

コーチングとはコミュニケーションスキルで、人間関係や仕事に活

かせる考え方です。今回はケア（介護）を良くするための手段とし

て、コーチングを学びます。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 

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 

26 

【川柳を基礎から楽しく学ぼう】 

～私も今日から川柳家～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/25、5/30、6/27、7/25、

8/22、9/26 

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 

￥1,000 20人 

川柳は人間を読む詩である。一七音の言葉でドラマを作る世界一短

い短詩です。笑いあり、ヒニクあり、怒りあり、涙あり、まさに人

間を表現することです。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥600 

筆記用具 

27 

【俳句講座】 

～楽しい俳句～（全10回） 
駅西口ビル市民交流プラザ 

4/26、5/10、24、6/7、14、

6/28、7/12、26、8/9、23 

木曜日 9：30～11：30 

渡辺 利邦 

・句集、歌集編集歴6

年 

・武蔵野美術大学卒 

￥1,000 
6人 

初級者 

初歩の方はとにかく考えたことを「五・七・五」で言ってみましょ

う。それを皆で意見を述べ合いながら一句を完成させていきます。 

 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥2,000 

筆記用具 

28 

【絵手紙講座】 

～楽しい絵手紙～（全10回） 
駅西口ビル市民交流プラザ 

4/26、5/10、24、6/7、14、

6/28、7/12、26、8/9、23 

木曜日 13：30～15：30 

￥1,000 
15人 

初級者 

本講座では従来の絵手紙の概念とは少し違い、ゆくゆくは本格的絵

画を描くための基礎的な要素を含んだ指導をしていきます。気軽に

楽しくやっていきましょう。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥5,000 

鉛筆(3B 程度)、消し

ゴム、水入れ（空き

瓶）、布 

29 

【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 

5/13、6/10 日曜日 
10：00～12：00 
13：30～15：30 
※12：00～13：30は各自休憩 

鳥井 美知子 

・日展会友 

・読売書法会理事 

・二藍舎主宰 

￥1,000 
15人 18歳以上 中級

者、上級者、変体仮名を

勉強したことがある人 

国宝・源氏物語絵巻の詞書の部分を臨書します。＜かな＞書の美しい表

現を発見しながら、平安貴族の世界をのぞいてみましょう。ゆっくり墨

を磨ることも忘れず。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥3,000 

墨、硯、小筆、半紙、
下敷、文鎮、（清書用
紙は用意します） 

30 

【やさしい現代書講座】 

～いろいろな文字を筆で書いてみよう～（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 

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 

￥1,000 
20人 

初級者、中級者 

好きな詩や言葉をはじめ、漢字の変遷も巡りながら、古代文字やア

ルファベットもモダンに表現した作品作りを行います。一緒に楽し

みましょう。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥2,000 

書道用具一式 
※無い方はお申し出
ください 

31 

【ペン習字講座】 

～基礎から学ぶペン習字～（全8回） 
東部公民館 
4/24、5/15、29、6/12、

6/26、7/10、31、9/11 

火曜日 13：30～15：00 

石井 春風 

・産経新聞社「書のア
ート」審査員、常務
理事 

・北本市書道人連盟顧
問 

￥1,000 
20人 
初級者、中級者 

毎日使用する文字を理論的にわかりよく説明、形の取り方等を解説

しつつ指導します。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥4,000 

10行くらいの便箋1冊、

12マスくらいのノート１

冊、ボールペン 

32 

【書道常識講座】 

～基礎から書道を学ぼう～（全8回） 
東部公民館 

4/17、5/8、22、6/5、19、

7/3、17、9/4 

火曜日 13：30～15：00 

￥1,000 
25人 

初級者～上級者 

日常使用する文字を解明、形の取り方等を基礎から指導します。 
受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥4,000 

書道用具 

顔彩等お持ちの方は、教材費2000円 

前回受講者でテキストをお持ちの方は教材費無料 



※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23日（金）～３月14日（水）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 

【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 

4/20、5/18、6/1、8、22、

7/6、20、8/3 

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きをしたいと思われる方が多いものです。
実用書道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 

34 

【実用書道講座】 

～小筆でく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

5/9、30、6/6、20、 

7/4、18、8/1、8 

水曜日 9：30～11：30 

￥1,000 
20人 

18歳以上 

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。
暮らしに役立つ書式を学び静かな時間を過ごし、趣味を広げましょ
う。ご希望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 

35 

【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 

4/25、5/9、23、6/20、27、

7/4、18、25、9/5、19 

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 

・装道礼法きもの学院

公認 

￥1,000 
15人 

初級者～上級者 

1年間お休みいたしましたが、また新たに“楽しい着付け教室“ 始

めます。初めての方からベテランの方どなたでも着物に興味のある

方、お待ちしております。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 

着物一式(持っているも
ので良い、足りないもの
は初日に説明するので新
規購入不要) 

36 

【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 

4/16、30、5/14、21、6/11、

6/18、7/2、9/3 

月曜日 19：00～20：30 

金子 雅子 

・きもの愛好家 

￥1,000 
10人 

初級者、中級者 

※親子参加歓迎 

40代に着物は最高です。50代で着る楽しさを知り、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お着物。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、

仮紐4本、洗濯バサミ3個、手ぬ

ぐい、中高生はゆかた一式 

37 

【創作舞踊講座】 

～演歌に合わせる楽しい舞踊です～（全6回） 
中丸公民館 
5/17、31、6/21、 

7/5、12、26 

木曜日 10：00～11：30 

桂木 弘 

・舞踊資格、特別師範 

￥1,000 
6人  
初級者 

創作舞踊は演歌曲で踊る楽しさがあります。 
受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

動きやすい服装、タオ

ル、飲み物 

38 

【茶道講座】 

～豊かな日本の文化を茶の湯で！～（全10回） 
勤労福祉センター 

4/24、5/8、22、29、6/12、

6/26、7/3、10、24、9/11 

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いかされてます。健康にも良い抹茶を

味わいながら、互いに日本の文化の良さを学び時代に適応した茶道

を楽しみましょう。正座用枕ご用意してます。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥5,000 

ふくさ、扇子、懐紙、

楊枝（お持ちの方）、

白色の靴下 

39 

【茶道講座】～茶の湯とは耳に伝えて目に伝え心に

伝えて一筆もなし～（全12回） 

勤労福祉センター 

4/16、30、5/7、21、6/4、

6/18、7/2、16、8/6、20、

9/3、17 

月曜日 13：30～16：30 

福島 さわえ 

・表千家教授 
・公民館、自宅にて教
室開催 

※アシスタント1名 

￥1,000 
10人 

初級者、中級者 

伝統と歴史に培われてきた茶の湯。祖母から聞いたことがある、以前習

っていた等再び始めてみませんか。背筋が伸び研ぎ澄まされ一服のお茶

に癒されます。 

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 

40 

【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

4/24、5/8、22、6/12、26、

7/10、24、8/28、9/11、

9/25 

火曜日 19：00～21：00 

関根 隆子 
・表千家教授 
・NHKカルチャー茶道講

座講師 
・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、初級者・中級者 
小学3年生以上 
※男性・親子参加歓迎 

おもてなしの心をもち、楽しみながら健康にとっても良いお抹茶を

点ててみましょう。生活の中でも生かすことができます。簡単な作

法よりご指導します。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥5,000 

ふくさ、扇子、懐紙、
楊枝（お持ちの方）、
白色靴下 

41 

【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 

5/2、6/6、7/4、8/8、9/5 

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 
20歳以上 

五感を刺激し、感じることによって表現するアートプログラムです。

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 

新聞紙1日分、 
雑巾 

● 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 

42 

【楽しいオカリナ講座】 

～オカリナを吹いて癒されませんか？～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/27、5/11、25、6/8、22、
7/13、27、8/10、24、31、
9/14、28 
金曜日 15：20～16：50 

 
 

小山 圭子 
・オカリナ歴12年 
・公民館でのサークル

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 
16人 

初級者 

昔吹いたことがある方や初級講座に参加された方、慌ただしく過ぎ

ていく毎日、オカリナの温かくて懐かしい音色を奏でて癒されてみ

ませんか？ 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥2,200 

オカリナ（アルトC管）、

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） 

43 

【オカリナアンサンブル講座】 

～ステキなハーモニーを実感♪～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/27、5/11、25、6/8、22、
7/13、27、8/10、24、31、
9/14、28 
金曜日 13：30～15：00 

￥1,000 
16人 

中級者 

一人でも楽しめるオカリナですが、お仲間と音を重ねた先の美しい

ハーモニーをぜひ体験してみてください。新しいオカリナの魅力を

発見できると思います！ 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥2,200 

オカリナ（アルトC管）、

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） 

親子参加の場合二人で受講料5,000円（中・高校生に限る） 

教則本を持っている方は教材費200円 

教則本を持っている方は教材費200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 

【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：２月23日（金）～３月14日（水）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 

【フルート講座】（全10回） 野外活動センター 
4/21、28、5/5、12、19、

5/26、6/2、9、16、23 

土曜日 9：30～11：00 

加治 直人 

・日本トランペット協
会会員 

・元ロイヤル交響吹奏 

楽団プロ奏者 

￥1,000 
10人、初級者、小学4年

生以上ブラスバンド等に所

属していない方、非喫煙者 

ご自宅に眠っている楽器、少し吹いたことのある方、まったく吹い

たことのない方、これから吹いてみたい方、この講座で楽しく吹い

てみませんか。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥300 

フルート一式、譜面台、
筆記用具、雑巾又はタ
オル、手鏡、おそうじ
セット 

45 

【複音ハーモニカ初級講座】～ハーモニカの音色を

一緒に楽しみませんか～（全10回） 
南部公民館 
4/24、5/1、15、6/5、19、

7/3、17、8/7、8/28、9/18 

火曜日 10：00～11：30 

大畑 俊夫 

・北本ハーモニカサー

クル会長 

・初心者から中級者ま

で幅広く指導 

￥1,000 
10人  
初級者 

ハーモニカは手軽で身近な楽器。初めての方でも、すぐに吹けるよ

うになります。童謡から懐メロまで、癒しの音色を一緒に楽しみま

しょう。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥1,000 

複音ハーモニカC調
21穴（A調、Am調は
順次用意）、筆記用具 

46 

【クラシックギター入門】～あなたも楽しみながら

クラシックギターを始めてみませんか～（全10回） 
南部公民館 
4/21、5/19、6/2、16、7/7、

7/21、8/4、18、9/1、15 

土曜日 13：30～15：30 

髙橋 久万 
・地元ギタークラブで指

導（9年） 
・バンドでギター演奏、
ギタークラブで合奏 

￥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、リズムの取り方等、後半ではコードを

使って伴奏します。 

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

ナーは持っている方） 

47 

【大人のピアノ講座】～ピアノで脳トレ。大好きな

曲を自分のレパートリーに～（全10回） 

文化センター中央公民館 

4/18、5/16、30、6/6、20、

7/18、8/22、29、9/5、26 

水曜日 17：45～21：30 

※初回、最終回18：30～ 

 

林 裕美子 

・尚美音楽短期大学卒 

￥1,000 
15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。指先の
運動は脳トレにもなります。初めての方も継続の方も 1曲ずつ弾け
る曲を増やしましょう。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥200 

筆記用具、楽譜（ある

方）、※用意している

楽譜もあります 

48 

【楽しいピアノ講座】～運動ができなくてもイスに座

ればピアノは弾けます～（全8回） 

勤労福祉センター 

4/18、5/16、30、6/6、20、

7/4、18、8/1 

水曜日 13：00～16：30 

※初回のみ13：30～ 
青木 弘子 

・東邦音楽大学ピアノ
科卒業 

・コーラス伴奏・ピア
ノ教室開催 

￥1,000 
10人 20歳以上 

初級者 

グループに分かれて、自分のグループの人のレッスンも自分に置き

換えて勉強します。なるべく個人個人のレベルに合わせてレッスン

します。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥100 

筆記用具、楽譜（お持

ちの方） 

49 

【素敵なピアノ講座】～今からでも指先を使って頭

も使ってピアノが弾けるようになります～（全8回） 

コミュニティセンター

4/19、5/17、31、6/7、21、

7/5、19、8/2 

木曜日 9：00～12：00 

※初回のみ9：30～ 

￥1,000 
8人 20歳以上 

初級者 

普段使っている指も結構始めは言うことを聞いてくれません。だん

だん練習をして言うことを聞かすのも楽しみの一つです。本当かど

うかお試しあれ・・・。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥100 

スリッパ、筆記用具、

楽譜（お持ちの方） 

50 

【大人のピアノ講座】 

～弾くって楽しい！～（全12回） 

文化センター中央公民館

4/16、5/7、14、21、6/4、

6/18、7/2、9、30、8/6、

8/20、9/3 

月曜日 13：30～16：30 

長岡 幸子 

・大阪音楽大学短期大

学卒業 

・ピアノ指導歴30年 

￥1,000 
10人 

初心者、初級者 

聞くだけで癒されるピアノ曲。自分で弾けるようになると、心がポ

カポカ温かくなります。優しい曲から始めて、あなたもピアニスト

になってみませんか。 

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） 

51 

【大人のピアノ・キーボード講座】 

～弾くって楽しい！～（全12回） 

北部公民館 
4/27、5/11、18、6/8、22、

7/13、27、8/10、24、31、

9/14、28 

金曜日 13：30～16：30 

￥1,000 
10人  
初心者、初級者 

ジャンルを問わず音楽を楽しめるピアノ・キーボードを、個人レッ

スンで丁寧に指導します。初めての方、ブランクのある方も心配ご

無用です。 

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） 

52 

【やさしい大正琴講座】～初めての方も楽しく一緒

に弾いてみませんか～（全5回） 
文化センター中央公民館

4/16、30、5/7、14、6/11 

月曜日 

9：30～11：30 

竹内 和代 
・琴伝流師範 

・上尾市まなびすと指導

者 

・公民館でサークル指導 

￥1,000 
6人 
初級者 

楽譜は数字なので年齢や性別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。気軽にご参加ください。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥300 

筆記用具、大正琴（講
座時間内無料貸出有） 

53 

【はじめての和胡弓講座】 

～日本の伝統楽器を奏でませんか～（全5回） 
コミュニティセンター

4/26、5/10、24、6/7、21 

木曜日 

13：30～15：00 

谷脇 由美 
・胡弓学で基礎を学び、

その後民謡学を学ぶ 

・現在はサークルで指導 

￥1,000 
5人 
初級者 

おわら風の盆で弾かれている日本の楽器で、癒される素敵な音色です。基

礎から学び、最後は簡単な曲が弾けるようになります。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥500 

筆記用具、和胡弓（講
座時間内無料貸出有） 

54 

【江戸小唄教室】～唄と糸（三味線）両方に挑戦し

ましょう～（全8回） 
南部公民館 
4/27、5/11、18、25、 

6/15、22、29、7/13 

金曜日 13：30～15：00 

永井 ひろ扶美香 
・永井派師範 
・公益社団法人日本小
唄連盟所属 

・舞台（演奏会）出演 
・自宅等にて指導 

￥1,000 
10人 
初級者～上級者 

古典芸能に触れてみませんか。粋な小唄を唄ったり、演奏したりし

ましょう。個人指導ですので、初めての方も安心。経験者歓迎。唄

だけでもOKです。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥200 

筆記用具（あれば4B鉛

筆）、飲み物、（お持ち

の方は三味線用指かけ、

膝ゴム） 

 



※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23日（金）～３月14日（水）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 

【楽しむ民謡唄と三味線講座】～初めての方でもゆ

っくりの稽古なので安心です～（全12回） 
学習センター 

4/21、28、5/12、19、6/2、
6/16、7/7、21、8/4、18、
9/1、15 
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 

※アシスタント2名 

￥1,000 
8人 
親子参加歓迎 

初めての方でもゆっくり解りやすく何度でも一緒に勉強するので、

安心して楽しむことが出来ます。最初は黒田節から入ります。皆様

の参加をぜひお待ちしています。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥500 

筆記用具 

（鉛筆）、 

ノート 

56 

【やさしい民謡講座】 

～うたを楽しむ～（全8回） 
勤労福祉センター 
4/19、26、5/3、10、17、

5/24、31、6/7 

木曜日 13：00～15：00 

田口 明満 

・民謡師範 
・民謡指導26年 
※アシスタント1名 

￥1,000 8人 

大きな声で歌う「みんよう」は、その大きな分だけ皆に健康も幸も

豊作も豊かさも寄ってくるのです。それを願って昔の人は歌い続け

たのでしょう。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

なし 

57 

【詩吟講座】 

～お腹からの発声でストレス発散～（全5回） 
勤労福祉センター 
4/28、5/5、26、6/9、23 

土曜日 

13：30～15：30 

小須田 今朝人 
・公益社団法人日本詩

吟学院師範 
・市内教場で 27 年間
指導 

※アシスタント1名 

￥1,000 
5人 18歳以上 
初級者、中級者 

漢詩・和歌・俳句等を教材に基づき鑑賞しながら、お腹の底から発

声できる発声法、呼吸法により（歌等同じ）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 

58 

【詩吟講座】 

～いつまでも若々しい声を持続しませんか～（全5回） 
学習センター 

4/24、5/8、22、6/12、26 

火曜日 

13：30～15：30 

小林 若子 

・吟詠文月会 会主 師

範歴25年 

・指導歴20年 

￥1,000 
5人 18歳以上 
初級者、中級者 

詩吟はなかなか聞く機会も少なく難しいと思われていますが、詩文

にもルビがついていますし、音階も楽器を使って声が出しやすくな
っております。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

筆記用具 

59 

【女性のための演歌講座】 

～歌を唄って友達を作りましょう～（全12回） 

勤労福祉センター 

4/21、28、5/12、26、6/9、

6/23、7/14、28、8/4、25、

9/8、29 

土曜日13：30～15：30 

三瓶 万利子 
・日本歌謡連盟公認講
師 

￥1,000 
15人 初級者 
50歳以上の女性 

今は歌を唄わない人がいないくらい皆さんは歌を愛してます。家族

と唄ったり、グループで手軽に楽しんだりできますので是非参加し

てみてください。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥1,200 

筆記用具（鉛筆）、空
のボトル（1,8L） 

 
 
 
60 

【地元の自然を歌う講座】 

～樹や花の好きな方と一緒に～（全10回） 
文化センター中央公民館 

4/18、5/2、16、6/6、20、
7/4、18、8/1、9/5、19 
水曜日 
13：30～15：30 

高野 美代子 
・荒川のうた作詞 

・荒川のうた合唱団団
長（作曲家と共に指
導） 

※アシスタント1名 

￥1,000 
10人  
歌や自然が好きな方 

石戸蒲ザクラをはじめ地元のオリジナル曲を歌います。樹や花のこ

となど歌を通して語り合い、声を出し笑顔の楽しい時間をご一緒し

ませんか！ 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥500 

筆記用具、飲み物 

 
 
 
61 

【歌声ひろば講座】～広いホールで大きな声で楽し

く歌おう～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/24、5/29、6/26、7/24、

8/28、9/25 

火曜日 10：00～11：30 

岩田 俊子 

・日本音楽療法学会員 
・声楽・合唱講師 
※アシスタント2名 

￥1,000 
100人 
歌が好きなシニア 

歌の好きな方が気軽に楽しく参加できる講座です。心地良いピアノ

の伴奏で懐かしの曲を歌います。最近声が出にくくなってきた方に

もオススメの講座です。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥1,200 

筆記用具、飲み物、楽

譜（心のうたをお持ち

の方） 

62 

【声楽講座】～声を楽しもう！みんなで歌うクラシ

ックのうた～（全6回） 
文化センター中央公民館

5/21、6/4、18、7/2、16、

7/30 

月曜日 10：30～12：00 

鳥井 香衣 

・桐朋学園大学声楽科
卒業、同研究科修了 

・二期会会員 

※アシスタント1名 

￥1,000 
15人 18歳以上 
初級者～上級者 

クラシックは敷居が高い？そんなことはありません！親しみやすい

曲がたくさんあります。正しい呼吸で声を出して、世界の名曲を楽

しみましょう！ 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥2,000 

筆記用具、飲み物 

63 

【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 
4/18、25、5/9、23、6/6、
6/20、7/4、18、8/1、22、
9/5、19 
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 

・二期会 

￥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） 

● 園芸・クラフト講座 ●  

№ 
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 

64 

【彫金講座】～世界でたった一つの銀スプーンをつ

くろう～（全4回） 
文化センター中央公民館

4/17、24、5/1、8 

火曜日 

14：00～16：00 

原口 美喜麿 
・東京藝術大学大学院
卒 

・現代美術造形作家 
・個展開催 

￥1,000 
12人 20歳以上 

初級者 

銀、銅、真鍮の金属小板を材料として世界でたった一つの小さなス

プーンを作ります。伝統的な手作り彫金技術で行ないます。プレゼ

ント、お祝いにもなります。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥9,700 

エプロン、ボロ布、タ

オル、スケッチブッ

ク、筆記用具 

 

親子参加の場合小学生の受講料は無料 

楽譜「心のうた」をお持ちの方は教材費100円 

前回受講者でファイルをお持ちの方は教材費1,000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 

【４～６月に講座が開始されるもの】※申込期間：2月23日（金）～３月14日（水）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 

65 

【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 

4/27、5/11、25、6/8、 

7/13、20、8/3、24 

金曜日 13：30～16：00 

仲 恵理子 
・陶芸講師歴25年 

・越生町にて窯、陶芸教

室運営 

・女子美術短期大学卒 

※アシスタント1名 

 

￥1,000 
30人 18歳以上 
初級者 

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の器、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

ても良い物） 

 
 
 
66 

【バドミントンシャトル再生講座】（全4回） 
栄小学校地域活動室 

4/27、5/11、18、25 

金曜日 

10：00～11：30 

菊地 伸 
・シャトル再生利用歴

10年 

・バドミントン愛好家

40年 

￥1,000 
12人  

18歳以上 

新品シャトルも必ず傷みます。羽軸折れ曲がり、羽根先の欠落や割

れ等修理し、再利用します。 

ネット公開技術でギブアップの方も、本講座でOKです。 

受講料￥1,200 
（￥300×4回） 
教材費￥2,300 

ハサミ、カッター、ニ
ッパー、瞬間接着剤、
木工ボンド 

67 

【はじめてさんの楽しむワイヤークラフト講座】 
～季節を彩る作品作りを楽しみましょう♪～（全4回） 

 
文化センター中央公民館

5/7、6/4、7/2、9/3 

月曜日 

10：00～12：00 

行廣 ゆかり 
・日本ワイヤークラフト
アカデミー代表 

・ル・クール・アンサン
ブル主宰 

・NHK総合「くらしセン

スアップ」にてクラフ

ト指導出演（3回） 
 

￥1,000 
10人 20歳以上 

初級者 

柔らかく扱いやすい！水に強いアルミワイヤーを中心に季節感あふ

れる作品作りを一緒に楽しみませんか？難しい所は事前にご用意。

皆様お気軽にご参加ください♪ 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥8,000 

持ち帰り袋、筆記用
具、メジャー（持って
いる方） 

68 

【くらしを彩るワイヤークラフト講座】～「あなたの

あったらいいな！」をカタチにしましょう♪～（全8回） 
南部公民館 
4/17、5/8、29、6/12、 

7/10、31、8/21、9/11 

火曜日 10：00～12：00 

￥1,000 
10人 20歳以上 

初級者 

ワイヤークラフトの基本技術をきちんと学びながら、毎日の生活に

使えるオリジナリティあるおしゃれな生活雑貨やガーデニング用品

を一緒に作りませんか？ 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥12,000 

持ち帰り袋、筆記用
具、メジャー（持って
いる方） 

69 

【ワイヤークラフトで作るアクセサリー講座】 

～初めての方を対象に～（全5回） 
北部公民館 

4/21、5/19、6/16、 

7/21、9/8 

土曜日 10：00～11：30 

名古屋 典子 
・日本ワイヤークラフト

協会グランディール

認定講師 

・市内自宅にてリクエス

トレッスン開催 

￥1,000 
5人 20歳以上 
初級者 

ビーズやパールをあしらって、ネックレスやペンダントを作ります。

おそろいのイヤリング（ピアス）を添えて。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥7,500 

なし 

70 

【和服リメイク講座Ⅱ】 

～和服がおしゃれなガウチョパンツに～（全4回） 
文化センター中央公民館 

6/30、7/14、7/28、8/4 

土曜日 

13：30～15：30 

宮下 登志子 

・東京都洋裁教員認定 

・県内各地のカルチャー・ 

公民館等での講師歴20 

年以上 

￥1,000 
10人 

初級者、中級者 

タンスに眠っている着物等を着る人や季節に合わせておしゃれで着

心地良いワイドパンツに大変身‼初心者の方も挑戦しやすい作りや

すいデザインです。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥100 

リメイク用着物・ゆかた等、
型紙用の紙（新聞紙大4枚）、
裁縫道具、30㎝定規、はさ
み、チャコ、メジャー 

71 

【シャドウボックス講座】 

～額の中のかわいい世界～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/18、5/9、6/13、7/11、

8/8、9/12 

水曜日 13：30～16：00 

山口 こずえ 

・アメリカンシャドウ

ボックス協会マス

ター 

・3D Art Circle YUCCA

認定講師・理事 

・平成29年手工芸作
品展入選 

￥1,000 
10人 18歳以上 

初級者 

小さな額の中に、イチゴと小花の入ったバスケットの作品を作りま

す。人気シリーズのフラワーフェアリーも作ります。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥10,000 

筆記用具、はさみ、カッ

ター（画用紙用）、ピン

セット、30㎝定規、持ち

帰り袋 

72 

【シャドウボックス講座】 

～額の中のかわいい世界～（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 

日曜日 13：30～16：00 

￥1,000 
10人 18歳以上 
初級者 

小さな額の中に、イチゴと小花の入ったバスケットの作品を作りま

す。人気シリーズのフラワーフェアリーも作ります。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥10,000 

筆記用具、はさみ、カッ

ター（画用紙用）、ピン

セット、30㎝定規、持ち

帰り袋 

73 

【スクラップブッキング講座】～始めましょう「ア

ルバムのある暮らし」～（全3回） 
北部公民館 

4/25、5/23、6/27 

水曜日 

10：00～12：00 

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 

お子様の卒園や入学、家族の旅行など思い出の写真をアルバムとし

て残すスクラップブッキング♡今回はフォトフレームにも素敵にレ

イアウトします。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥3,000 

写真（30～40枚）、 

はさみ 

 
 
 
74 

【ハーバリウム（植物標本）講座】 

～簡単で美しいインテリア～（全3回） 
文化センター中央公民館 

5/26、6/16、7/21 

土曜日 

10：00～11：30 

中川 窓加 
・（公社）日本フラワ
ーデザイナー協会

講師 
・書籍、雑誌掲載多数 
※アシスタント1名 

￥1,000 15人 

話題沸騰中のおしゃれなインテリア。植物を瓶に詰めて専用オイル

で浸します。透明感が植物をより美しく鮮やかに演出。どなたでも

楽しく作れます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥6,000 

なし 

75 

【プリザーブドフラワー講座】～魔法のお花「プリザー

ブドフラワー」を使った母の日アレンジメント～（全1回） 
文化センター中央公民館 

4/28 

土曜日 

10：00～11：30 

前川 陽子 
・千葉県カラーセラピー
サロンにてプリザー
ブドフラワーを使っ
た季節のアレンジメ
ント講座開催 

※アシスタント１名 

￥1,000 
20人 

初級者 

魔法のお花「プリザーブドフラワー」のカーネーションを使って、

簡単・おしゃれなアレンジメントを作りましょう。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥2,500 

筆記用具、はさみ、作

品持ち帰り袋 

会場に駐車場はありません 



※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23日（金）～３月14日（水）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 

76 

【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 

4/21、6/2、30 

土曜日 

14：00～16：00 

 
 
佐藤 文子 

・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・多肉植物を使った作

品を制作します。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 

77 

【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） 
文化センター中央公民館 

4/24、6/5、7/3 

火曜日 

14：00～16：00 

￥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・多肉植物を使った作

品を制作します。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 

78 

【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 

4/28、5/19、6/16、7/21、

8/18、9/8 

土曜日 13：30～15：00 

中川 禎子 
・（公社）日本フラワー

デザイナー協会本部

講師・公認校 

・プリザーブドフラワー

芸術協会講師校 

・教育機関、企業等講習

会実績、メディア出演

雑誌掲載多数 

※アシスタント1名 

￥1,000 
20人 
※親子参加歓迎 

（1家族1作品） 

季節の生花を使ったアレンジメントから、プリザーブドフラワー・

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です。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥12,000 

花ばさみ、新聞、持ち

帰り袋 

79 

【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5回） 
文化センター中央公民館 

5/17、6/7、7/5、8/2、9/6 

木曜日 

10：00～11：30 

￥1,000 
20人 
※親子参加歓迎 
（1家族1作品） 

季節の生花を使ったアレンジメントから、プリザーブドフラワー・

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です。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥12,000 

花ばさみ、新聞、持ち

帰り袋 

● 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 

 
 
 
80 

【和菓子作り講座】 

～季節の和菓子～（全6回） 
勤労福祉センター 

4/16、5/7、6/4、7/2、 

8/6、9/3 

月曜日 13：00～16：00 

小坂 恭子 
・和菓子マイスター 

・表千家講師 

・「季節の和菓子作り」

「和菓子の歳時記」

指導など 

￥1,000 12人 

季節の柏餅や水無月、歳時記にまつわる話を織り交ぜながら、夏に

は見た目も涼しげで綺麗な和菓子を作ります。毎月異なるお菓子を

お楽しみに。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥21,000 

エプロン、手ぬぐい、

筆記用具 

81 

【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 

4/16、30、5/14、6/4、18 

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 初級者、中級

者、40歳以上の男性 

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 

82 

【女性限定！料理講座】 

～料理入門～（全5回） 
中丸公民館 

5/7、21、6/11、7/2、16 

月曜日 

13：30～16：30 

￥1,000 
20人 女性 

初級者、中級者 

初めてチャレンジする方や、料理が苦手な方、基本の「き」から習

いたいという方におすすめです。包丁の持ち方からはじめ、役立つ

技術や知識を身に付けながら、おいしい料理を作りましょう。 

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 

83 

【手打ちうどん講座】 

～讃岐うどんを家庭で打とう～（全3回） 
中丸公民館 

5/12、19、26 

土曜日 

9：00～12：00 

山口 正博 

・大正堂そば道場 

14年 

￥1,000 
12人 

初級者 

讃岐うどんを家庭で打ってみませんか。熟成時間も短く女性も高齢

の方も家庭で簡単に打てます。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、エプロン、

生うどんを持ち帰り用

密閉容器、筆記用具 

84 

【手打ちそば講座】 

～人気の二八そばを打ちます～（全4回） 
中丸公民館 

6/9、16、23、30 

土曜日 

9：00～12：00 

内藤 信行 
・調理師 
・手打ちそば歴17年 

￥1,000 
18人 

※初心者歓迎 

お馴染みの簡単そば一品料理と一緒に自分が打ったそばを試食しま

す。女性でも優しく打てます。もう一度基本を覚えたい方も歓迎で

す。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥4,000 

バンダナ、エプロン、

タオル、生そば持ち帰

り密閉容器 

85 

【ハーブとアロマクッキング】～アロマを一滴たらすだ

けで、いつもの料理が高級レストランの味に～（全6回） 
中丸公民館 

4/22、5/27、6/24、7/22、

8/26、9/23 

日曜日 10：00～11：30 

上田 久美子 
・IACA代表 

・英国IFA認定アロマ
テラピスト 

￥1,000 
7人 
初級者 

簡単な調理法で料理を作りながら心と身体が癒され、美味しい料理

を目と舌で楽しみ、精油の使い方を学び、毎回精油お持ち帰り。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥12,000 

筆記用具 

マグカップ（ハーブテ

ィーを飲みます） 

 

 

※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23日（金）～３月14日（水）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 

86 

【心も身体も美しくメディカルハーブ講座】 

（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/16、5/14、6/11、7/9、

8/20、9/17 

月曜日 10：00～11：30 

新井 百代 
・日本メディカルハーブ協

会認定ハーバルセラピ

スト 

・食生活アドバイザー 

・フードコーディネーター 

￥1,000 
10人 初級者 
女性 

春の我が家の庭で育った元気なハーブの薬効を利用して花粉症対策やハ

ーブソルト、モイストポプリなどを作ります。（ハーブティー、天然酵

母パン付き） 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥9,000 

なし 

87 

【アロマde健康】～心も身体も健康で、いつも笑顔

で過ごせるように（前期）～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/27、5/25、6/22、7/27、

8/24、9/28 

金曜日 10：30～11：30 

島村 美代子 
・IACAアロマテラピー

コーディネート 
・ハピネスアロマコー
ディネーター 

・アロマ空間インスト
ラクター 

￥1,000 10人 

「リラックス」「美容」「健康維持」をアロマでサポート。心に潤

いを与える香りでアロマグッズを毎回作りお持ち帰り。クリーム、

スプレー、オイルなど。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥9,000 

筆記用具、カップ（終

了後にハーブティーを

飲みます） 

88 

【森を感じるアロマ講座】 

～樹木系の香りで森林浴気分～（全3回） 
野外活動センター 

4/22、5/27、6/24 

日曜日 

13：30～15：00 

林 あゆ子 

・AEAJアロマセラピー
インストラクター 

・AEAJアロマセラピス

ト 

￥1,000 
8人 初級者 
20歳以上 

スギやヒノキなど樹木系の精油を使ってナチュラルアロマグッズを

手作りします。木の香りに包まれてリラックス＆リフレッシュしま

しょう。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥2,000 

筆記用具 

89 

【10歳若返るスキンケア講座】 

～スキンケアからメイクまで～（全3回） 
文化センター中央公民館 

6/9、23、30 

土曜日 

13：30～15：30 

守山 幸子 
・スキンケアアドバイザ
ー 

・市内外にてスキンケア
講座開催 

・自宅にてフェイシャル
エステ実施 

￥1,000 
10人 

18歳以上 

①正しいスキンケア②眉カット＆眉の描き方③マンネリ脱出メイク

を楽しくレッスンします。正しいスキンケアとメイクによって自分

では気がつけなかったキレイを引き出しましょう。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥300 

鏡、タオル、眉カットば
さみ、眉用ペンシル（2、
3回目使用 持っている
方） 

90 

【笑いヨガ講座】～世界 100 か国以上で実践されて

いる健康法（ヨガのポーズはしません）～（全6回） 
南部公民館 

4/28、5/26、6/23、7/28、

8/25、9/22 

土曜日 13：30～15：00 

 
松村 純子 

・笑いヨガティーチャ
ー 

・北本笑いヨガクラブ

主催 

￥1,000 15人 

インドの医師が考案した笑いの体操とヨガの呼吸法です。今、笑い

の効果が大注目！アハハー笑いで人生が変わる。笑いは心も身体も

元気にします。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

動きやすい服装、 

飲み物 

91 

【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 

4/17、24、5/1、8 

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 
15人 初級者 

昔遊んだことのある方

などやってみたい方 

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 

92 

【血液循環体操講座】～免疫力アップ、元気になれ

る～（全4回） 
北部公民館 

5/21、6/4、18、7/2 

月曜日 

13：30～15：00 

 

及川 芳子 

・血液循環体操普及協

力指導士 

※アシスタント1名 

￥1,000 
20人 中高年 

初級者 

いつでも、どこでも、だれでもできる有酸素運動。脳の血流が増え
て、神経細胞の動きが活発になり、全身の血流がよくなる簡単な体
操。一緒にどうぞ。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

運動のできる服装、飲

み物、タオル 

93 

【太極拳講座】～太極拳（簡化式）で、 

健康な生活を！～（全6回） 
文化センター中央公民館 

4/16、5/7、21、 

6/4、18、7/9 

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 
20人 

初心者、初級者 

体に良いことをしていますか？太極拳が体に良いことは広く知られ

ています。簡化式はやさしい太極拳です。健康生活の第一歩に太極

拳を皆でやりましょう！ 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

運動しやすい服装、平

底の靴、飲み物、汗拭

きタオル 

94 

【楽しさ感じて「イス体操」講座】（全6回） 文化センター中央公民館 

4/17、24、5/8、22、 

6/12、26 

火曜日 10：30～11：30 
イケコ（小林和美） 

・イケコ式イス体操創

始者指導者 

・フェルデンクライス

プラクティショナ

ー 

￥1,000 
20人 20歳以上 
初級者 

体操やヨガも楽しくないと効果半減。レッスンの後「楽しかった

～！」とからだの感覚が喜ぶ体操です。笑顔と深い呼吸とつながる

動きで元気回復。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥300 

動きやすい服装、飲み

物、フェイスタオル 

95 

【楽しさ感じて「イス体操」講座】（全4回） 文化センター中央公民館 

4/28、5/5、26、6/30 

土曜日 

10：30～11：30 

￥1,000 
20人 20歳以上 
初級者 

体操やヨガも楽しくないと効果半減。レッスンの後「楽しかった

～！」とからだの感覚が喜ぶ体操です。笑顔と深い呼吸とつながる

動きで元気回復。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥300 

動きやすい服装、飲み

物、フェイスタオル 

96 

【姿勢が良くなるイス体操講座】～肩こり、首コリ、

猫背に効果があります～（全8回） 
文化センター中央公民館 

4/30、5/7、14、21、 

6/4、11、18、7/2 

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 
30人 
中高年 

体重を支えている股関節や骨盤を整え、動き癖に気づき痛みのない動きを

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良い体

を作ります。男女問わず無理なくできる体操です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

汗ふきタオル、飲み物 

けん玉購入予定の方は「日本けん玉協会」のシール付きを推奨 



※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23日（金）～３月14日（水）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 

97 

【女性のための健康ウォーキング講座】～全身を鍛

えて元気に歩き続けよう！～（全6回） 
北部公民館 

4/28、5/12、19、 

6/2、16、23 

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16年 

￥1,000 
15人  

初級者、中級者 

自分の歩くための筋力を確認し、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・神経系のトレーニング方法を楽しく学びま

す。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥100 

運動のできる服装、ウ

ォーキングシューズ、

飲み物、汗拭きタオル 

98 

【はじめての骨盤体幹体操講座】～骨盤を正しい位

置へ、体幹を鍛えて健康美を!～（全12回） 

中丸公民館 

4/26、5/10、24、6/7、21、

7/5、12、8/2、23、30、

9/6、20 

木曜日 10：00～11：00 

江連 真粧美 
・骨盤体操インストラ

クター 

・整体師 

￥1,000 
20人 初級者 

女性 

骨盤を体操で正しい位置へ。体幹を強くしながら足腰の不調を変えてい

きましょう。姿勢が整い健康な身体を作ります。初めての方でも大丈夫

です。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

ヨガマット又はバスタ
オル、動きやすい服装、
飲み物、汗拭きタオル 

99 

【自力整体体操講座】～自力整体＆脳トレで体と頭

のサビ落しをしよう！～（全6回） 
西部公民館 

4/25、5/9、6/13、7/11、

8/8、9/12 

水曜日 9：30～11：00 

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 

脳を活性化させるには、手足末端の刺激や、発声・眼球運動が効果

的です。ゲーム感覚で体や脳に刺激をいれて、身体も脳もイキイキ

とリフレッシュしよう！ 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥600 

ヨガマット、動きやすい

服装、飲み物、80㎝以上

のタオルやストール 

100 

【自力整体体操講座】～痛みの9割は“姿勢”で治

る！姿勢治療の自力整体～（全11回） 

中丸公民館 

4/27、5/11、25、6/8、15、

6/29、7/27、8/10、8/24、

9/14、28 

金曜日 10：00～11：30 

￥1,000 

24人 初級者～上級者 

体を改善する意志のあ

る方 

不調がなかった若い時の姿勢を取り戻せば、痛み・不調は 9割なく

なります。慢性痛は、姿勢を正すことで、ほぼすべての人の症状が

ウソのように消えます。 

受講料￥5,500 

（￥500×11回） 

教材費￥1,410 

ヨガマット、動きやすい

服装、飲み物、80㎝以上

のタオルやストール 

101 

【いきいき若返り健康体操講座】 

～たたみ1枚の広さでできる運動～（全6回） 
コミュニティセンター 

5/15、22、29、 

6/5、19、26 

火曜日 9：30～10：45 

広瀬 浩司 

・健康運動指導士 

・ホームヘルパー 

・整体師 

￥1,000 15人 

全身をほぐすストレッチと簡単な筋力づくり運動を行います。日頃

かたくなりやすい部位や衰えやすい筋力を動かせば、5歳いや10

歳若返るかも・・・。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 

タオル、飲み物 

102 

【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よく身体を動かそう～（全10回） 南部公民館 

4/17、5/15、22、6/5、12、

6/19、7/3、10、31、8/7 

火曜日 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 

・タイ政府公認ロイクロ

ルーシーダットンコ

ース 

￥1,000 
15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やリンパの流

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 
（￥300×10回） 

ヨガマット又はバスタ
オル、動きやすい服装、
飲み物、タオル 

103 

【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よく身体を動かそう～（全10回） 
コミュニティセンター 

4/22、5/13、20、6/10、
6/17、7/8、29、8/5、19、
9/2 
日曜日 15：00～16：40 

￥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やリンパの流

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） 

ヨガマット又はバスタ

オル、動きやすい服装、

飲み物、タオル 

104 

【はじめてのヨガ講座】 

～深い呼吸で全身デトックス～（全10回） 
西部公民館 

4/25、5/2、9、16、23、

5/30、6/6、27、7/4、11 

水曜日 13：20～14：35 

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 
18人 初級者、中級者、

20歳以上の健康な女性 

身体が硬い方や運動が苦手な方、ヨガはどなたでも楽しめます。ス
トレスの多い日常から離れ、ココロも身体も解きほぐしましょう。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 

ヨガマット、汗拭きタ
オル、飲み物 

105 

【リラックスヨガ講座】 

～足ツボ＋ヨガでからだがポカポカに～（全8回） 
文化センター中央公民館 

5/8、22、29、6/12、 

7/10、31、8/14、9/11 

火曜日 13：20～14：35 

￥1,000 
30人 初級者、中級者、

20歳以上の健康な女性 

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￥4,000 
（￥500×8回） 

ヨガマット、汗拭きタ
オル、飲み物 

106 

【フラダンス講座】 

～フラエクササイズ～（全10回） 
中丸公民館 

4/24、5/15、29、6/12、
6/26、7/10、24、8/7、21、
9/11 
火曜日 13：30～15：00 

石澤 陽子 
・フラ歴19年 
・指導歴12年 

・市内外公民館等で指
導 

￥1,000 10人 初級者 

フラで使われる基本ステップと手の動きを中心としたエクササイ

ズ。足腰や腕の筋力をアップし姿勢に気を配ります。もちろんフラ

のレッスンもあります。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥200 

簡単なマット（準備体操で使

用）筆記用具、飲み物、タオ

ル、足ふき、踊りやすい服装

（ゆったりしたスカート） 

107 

【フラダンス講座】 

～シニアフラ～（全8回） 東部公民館 

5/7、21、6/4、18、 
7/2、30、8/6、20 
月曜日 14：00～15：30 

￥1,000 
15人 初級者 
概ね65歳以上 

シニアのためのフラ講座。好評により3回目の開催です。簡単なス

テップを中心に無理なく楽しめるよう構成しています。ハワイアン

タイムをご一緒に! 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥200 

筆記用具、飲み物、タオル、足ふ

き、踊りやすい服装（ゆったりし

たスカート）、ダンスシューズ又

は汚れてよいソックス 

筋トレ用ゴムをお持ちの方は教材費無料 

前回受講者でテキストお持ちの方は教材費無料 

空腹でご参加ください 

※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23日（金）～３月14日（水）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 

 
 
 

108 

【フラダンス講座】 

～美しいハワイの音楽で楽しい時間を～（全12回） 
文化センター中央公民館 

4/26、5/24、31、6/14、
6/28、7/12、26、8/9、16、
8/30、9/13、27 
木曜日 10：30～11：30 

伊藤 瑠美子 

・フラダンス歴20年 

・指導歴15年 

 

￥1,000 
20人 20歳以上 
初級者、中級者 

ハワイの美しい音楽に合わせ心も体も癒されて心地良い時間を皆さ

んと一緒に過ごしましょう。初心者の方、歓迎します。 
受講料￥6,000 
（￥500×12回） 

動きやすい服装 

109 

【健康社交ダンス講座】 

～初級者コースDANCEⒶ～（全12回） 

中丸公民館 

4/19、5/3、17、31、6/7、

6/21、7/5、19、8/2、16、

9/6、20 

木曜日 10：00～11：30 

櫛谷 正治 
・公益社団法人全日本
ダンス協会連合会

会員（技術級フェロ
ー） 

※アシスタント1名 
 中級者コースのみ 

（女性の有資格者） 
 

￥1,000 
12人 20歳以上 
初級者 

楽しく踊ることで心も体もリフレッシュ！動くことにより体の柔軟性を

高めます。美しい音楽を聞きながら、楽しく動いて、さあ、あなたも健

康になれますように。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥500 

動きやすい服装、ダン

ス靴、タオル、飲み物 

110 

【健康社交ダンス講座】 

～中級者コースDANCEⒷ～（全12回） 

中丸公民館 

4/26、5/10、24、6/14、

6/28、7/12、26、8/9、23、

8/30、9/13、27 

木曜日 10：00～11：30 

￥1,000 
12人 20歳以上 
中級者 

ダンスが少し踊れるようになったけれど、技術的によく分からない。

もっとダンスが知りたい等、もう少し上手になるにはどうしたら？

そんな方たちのクラスです。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥500 

動きやすい服装、ダン
ス靴、タオル、飲み物 

111 

【大人のヒップホップ＆エクササイズ講座】 

～子連れOK～（全5回） 
中丸公民館 

5/7、21、6/4、18、7/2 

月曜日 

13：00～14：00 

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 

￥1,000 
20人 初級者 
※お子様連れ歓迎 

楽しく汗をかきましょう！子連れOK！年齢制限なし！初めての方も

是非！自分のペースで楽しみましょう！最後は骨盤調整で身体も整

えていきましょう！  

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

動きやすい服、シューズ、

飲み物、タオル、子連れ

の方はおもちゃなど 

112 

【楽しく踊ろうヒップホップ講座】（全4回） 中丸公民館 

5/13、27、6/10、24 

日曜日 

10：00～11：00 

￥1,000 
20人 小学生以上 

初級者 

初めての方でも楽しめる講座です。初心者、経験者、親子での参加

もOK!楽しく動きましょう!!子どもから大人まで参加できます。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

動きやすい服、シュー

ズ、飲み物、タオル 

113 

【体を柔らかくして考え方も柔らかく】（全6回） 学習センター 

4/26、5/10、24、 

6/7、21、7/5 

木曜日 10：00～11：30 

常泉 房子 
・整体師 

・姿勢研究 
・睡眠研究 

￥1,000 
10人 
18歳以上 

東洋医学の見方を基に、現代の忙しい世の中で吸い過ぎた息で硬く

なっている体を、ゆっくり息を吐き、ゆっくり休める、柔らかな体

にお互いにしていきませんか。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥100 

バスタオル、 

筆記用具 

● 子育て・親子・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 

114 

【小学えいご講座】 

～1時間目～（全12回） 

文化センター中央公民館 

4/28、5/12、19、6/2、16、

6/30、7/7、28、8/4、18、

9/1、22 

土曜日 9：00～9：45 

久永 夕子 

・中高専修免許 

・高校非常勤講師 

・英米文学修士 

学苑運営費免除 
12人 初級者 

小学1年～4年生 

フォニックスと決まり文句の繰り返し。英語が勉強になる前に楽し
みながら基礎作り。1～4年生まで対応可能ですが、できれば低学年
はこちらを。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥700 

筆記用具 

115 

【小学えいご講座】 

～2時間目～（全12回） 

文化センター中央公民館 

4/28、5/12、19、6/2、16、

6/30、7/7、28、8/4、18、

9/1、22 

土曜日 10：00～10：45 

学苑運営費免除 
12人 初級者 

小学1年～4年生 

フォニックスと決まり文句の繰り返し。英語が勉強になる前に楽し

みながら基礎作り。1～4年生まで対応可能ですが、できれば中学年

はこちらを。 

受講料￥6,000 
（￥500×12回） 
教材費￥700 

筆記用具 

116 

【体を柔らかくして考え方も柔らかく】（全6回） 学習センター 

4/19、5/3、17、31、 

6/14、28 

木曜日 10：00～11：30 

常泉 房子 

・整体師 

・姿勢研究 

・睡眠研究 

￥1,000 
親子10組 

未就園児と保護者 

東洋医学の見方を基に、現代の忙しい世の中で吸い過ぎた息で硬く

なっている体を、ゆっくり息が吐け、気持ちもゆっくりできる体に

子供さんも一緒に！ 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥100 

バスタオル、筆記用具 

117 

【親子体操（0歳児向け）講座】 

～体と心を動かしほぐして～（全5回） 
文化センター中央公民館 

4/18、5/2、16、30、6/6 

水曜日 

9：30～10：30 

西鷹 直美 
・日本体育協会公認ス

ポーツ指導者（体

操） 

・日本アタッチメント

育児協会 アタッ

チメントジム・ベビ

ーマッサージ・キッ

ズマッサージイン

ストラクター 

・2016優秀実践者受賞 

￥1,000 
親子15組 
0歳児とママ 
※首がすわった赤ちゃん 

ベビーとママの心と身体を動かしほぐしましょう。ママの産後リカ

バリー体操も行います。 
受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

動きやすい服装、 

飲み物 

118 

【親子体操（1歳～未就園児向け）講座】 

～体と心を動かしほぐして～（全5回） 
文化センター中央公民館 

4/18、5/2、16、30、6/6 

水曜日 

10：45～11：45 

￥1,000 
親子15組 
1歳～未就園児とママ 

※歩ける子 

親子体操で体と心を動かしましょう。成長発達に合わせた体操で子

供の成長を促したり、皆で動いて集団を楽しんだり、心と体を育み

あいませんか？ 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 

動きやすい服装、 

飲み物 

以前受講し教材をお持ちの方は教材費無料 

以前受講し教材をお持ちの方は教材費無料 



※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23日（金）～６月８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 

119 

【法律講座】 

～知って得する相続セミナー～（全1回） 
文化センター中央公民館 

9/2 

日曜日 

10：00～12：00 

山口 修 
・行政書士 

・宅地建物取引士 
・2級ファイナンシャ
ルプランナー 

￥1,000 
20人  
初級者 

現役の相続のプロフェッショナルが相続に関して「お金のこと」、「相

続のこと」、「不動産のこと」等様々 な視点からお届けする相続のセミ

ナーです。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 

筆記用具 

120 

【早口ことば 朗読講座】 

～ドライマウス予防!小顔効果も～（全6回） 
東部公民館 

7/4、18、8/1、29、 

9/5、19 

水曜日 10：30～11：30 

阿久津 葉子 

・公民館等でマナー講
座講師 

・ボイストレーニング
指導 

・秘書技能検定1級 

￥1,000 15人 

スピードで脳を刺激し記憶力アップ!顔や口の体操のあと様々な早

口言葉や歌舞伎の台詞を朗読。上手く言えなくても笑顔になれる♪。 
受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥100 

鏡、筆記用具、 

飲み物 

121 

【頭の体操!コントラクトブリッジ】 

～新しい世界へようこそ～（全8回） 
文化センター中央公民館 

7/19、26、8/2、9、23、

8/30、9/6、13 

木曜日 9：30～12：00 

堀内 勝臣 
・公益社団法人 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 18歳以上 
初級者 

日本オリンピック委員会の準会員として正式に「頭脳スポーツ」と

して認められたコントラクトブリッジ。初歩の初歩からお伝えいた

します。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 
教材費￥500 

なし 

122 

【楽しい小唄教室】～三味線の伴奏にのって唄って

みましょう～（全4回） 
文化センター中央公民館 

8/21、28、9/11、18 

火曜日 

19：00～20：00 

永井ひろ扶美香 
・永井流師範 

・公益社団法人 日本
小唄連盟所属 

・舞台（演奏会）出演 

￥1,000 
10人 

初級者、中級者 

まずは声を出してみましょう。三味線に絡めて一曲を何度も繰り返

し唄います。粋な小唄を唄ってみませんか。 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 
教材費￥100 

筆記用具（あれば4B

鉛筆）、飲み物 

123 

【民謡講座】 

～民謡の太鼓に興味ありませんか?～（全5回） 

西部公民館 

7/21、28、8/4、11、18 

土曜日 

13：30～15：00 

佐藤 月信 
・信進会（家元） 
・埼玉県民謡協会準名人

位（唄、三味線、太鼓） 

・指導歴28年 

※アシスタント3名 

￥1,000 
5人 中学生以上 
初級者 

太鼓を打つことで脳の活性化を図り、健康の増進に役立てます。仲

間づくりをしましょう。 

受講料￥2,500 
（￥500×5回） 
教材費￥1,000 

カセット、筆記用具 

124 

【やさしい民謡】 

～うたを楽しむ～（全8回） 
勤労福祉センター 

7/12、19、8/2、9、23、

9/6、20、27 

木曜日 13：00～15：00 

田口 明満 
・民謡師範 
・民謡指導27年 

※アシスタント1名 

￥1,000 
8人 

初級者 

日本人は歌うことの好きな民族だといわれます。しかし、今は色々

な音楽に囲まれていながら歌うことはあまりありません。ご自分の

声で気持ちを表してみませんか。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

なし 

125 

【スクラップブッキング講座】～♡アルバムの大切

さ、作る楽しさどうぞ体験して下さい♡～（全3回） 
文化センター中央公民館 

9/1、8、15 

土曜日 

13：30～15：30 

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 
小学4年生以上 
※お子様連れ、親子参加
歓迎 

写真整理と好評のカード作りの2本立て!かわいいお子さんの写真を
アルバムに!おじいちゃんおばあちゃんにはカードに!何よりのプレ

ゼントになりますね♡ 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥3,000 

写真30枚 

 
 
 

126 

【バドミントンシャトル再生講座】（全4回） 
栄小学校地域活動室 

9/7、14、21、28 

金曜日 

10：00～11：30 

菊地 伸 
・シャトル再生利用歴
10年 

・バドミントン愛好家
40年 

￥1,000 
12人 
18歳以上 

新品シャトルも必ず傷みます。羽軸折れ曲がり、羽根先の欠落や割

れ等修理し、再利用します。 

ネット公開技術でギブアップの方も、本講座でOKです。 

受講料￥1,200 
（￥300×4回） 
教材費￥2,300 

ハサミ、カッター、ニ
ッパー、瞬間接着剤、

木工ボンド 

127 

【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 

8/11、18、9/1、15、29 

土曜日 

13：30～15：30 

小須田 今朝人 

・公益社団法人 日本

詩吟学院師範 

・市内教場で27年間

指導 

￥1,000 
5人 20歳以上 
初級者 

漢詩、和歌、俳句等の教材に基づき鑑賞しながらお腹の底から発声

できる発声法、呼吸法により（歌等同じ）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 

128 

【初級トランペット・トロンボーン講座】（全10回） 野外活動センター 

7/7、14、21、28、8/4、

8/18、25、9/1、8、15 

土曜日 9：30～11：00 

加治 直人 

・日本トランペット協
会会員 

・元ロイヤル交響吹奏

楽団プロ奏者 

￥1,000 

10人 初級者 小学4年生以

上 ※小学生は親子参加 

※ブラスバンド等に未所属の

方、非喫煙者 

ご自宅に眠っている楽器、少し吹いたことのある方、まったく吹い

たことのない方、これから吹いてみたい方、この講座で楽しく吹い

てみませんか。 

受講料￥5,000 
（￥500×10回） 
教材費￥300 

トランペット又はトロン
ボーン一式、譜面台、筆
記用具、雑巾又はタオル、
手鏡、おそうじセット 

129 

【子どものわくわく!アート講座】（全2回） 文化センター中央公民館 

8/18、25 

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 

学苑運営費免除 
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￥1,000 
（￥500×2回） 
教材費￥1,000 

なし 

テキスト「5枚メジャー入門コース」お持ちの方は教材費無料 

太鼓のバチを持っている方は教材費無料 

A日程で本講座を受講された方は教材費無料 

会場に駐車場はありません 

※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23日（金）～６月８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 

130 

【夏休み親子アロマ講座】 

～「香り」で夏の思い出づくり～（全1回） 
野外活動センター 

7/29 

日曜日 

10：00～11：30 

林 あゆ子 
・AEAJ アロマセラピー

インストラクター 

・AEAJ アロマセラピス

ト 

￥1,000 

親子5組 

小学生以上のお子さん

と保護者 

近年「香育」が注目されています。親子で香りの時間を共有し夏休みの

思い出づくりをしませんか。5 種類の香りを学び、バスボム（入浴剤）

を作ります。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥1,000 

筆記用具 

131 

【親子陶芸講座】～親子陶芸!夏休み1日みんなで作

ってみよう～（全1回） 
文化センター中央公民館 

7/26 

木曜日 

9：30～12：00 

仲 恵理子 

・陶芸講師歴25年 
・越生町にて窯、陶芸
教室運営 

・女子美術短期大学卒 
※アシスタント1名 

￥1,000 
15組 初級者 
※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。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥1,500 

エプロン、筆記用具、

タオル 

132 

【手軽に楽しむ手芸講座】～ザトウクジラをハワイアンキ

ルトで泳ぐ姿をアップリケしてみました～（全3回） 
文化センター中央公民館 

8/4、18、25 

土曜日 

13：30～15：30 

清水 光枝 

・日本手芸及び協会講師 

・ウランバートル展示会 

・北本市文化センター展

示会 
※アシスタント2名 

￥1,000 15人 

ザトウクジラが海の中に泳いだりもぐったりを波とともに表現して

みました。額に入れて部屋に飾ると夏を感じます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 
教材費￥2,500 

裁縫道具、ボール紙、

チャコペーパー 

133 

【プリザーブドフラワー講座】～どこにもない手作

りのお仏花を作ります～（全1回） 
文化センター中央公民館 

7/7 

土曜日 

13：30～15：00 

渡邊 静子 
・ホームメードプリザー
ビング協会認定講師 

・お仏花コーディネータ
ー講師資格 

※アシスタント1名 

￥1,000 
18人 
初級者 

プリザーブドフラワーとアートフラワーで簡単で実用的なお仏花を

作ります。 

受講料￥500 
（￥500×1回） 
教材費￥3,000 

はさみ、筆記用具 

134 

【日本舞踊でフィットネス♪（通称NOSS）】～優雅な

日本舞踊の動きでいつの間にか全身運動～（全4回） 
学習センター 

7/5、19、8/2、16 

木曜日 

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 

※アシスタント1名 

￥1,000 
10人 
初級者 

踊りを使って筋力の衰えを防ぐ目的で考案された運動です。誰でも

無理なく筋力UPし、最大の特徴は「心」を使うこと。和やかで優雅

にいい汗をかきませんか! 

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、タ
オル 
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【女性のための健康ウォーキング講座】～全身を鍛

えて元気に歩き続けよう！～（全6回） 
北部公民館 

7/7、21、8/4 

8/25、9/1、22 

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16年 

￥1,000 
15人  

初級者、中級者 

自分の歩くための筋力を確認し、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・神経系のトレーニング方法を楽しく学びま

す。 

受講料￥3,000 
（￥500×6回） 
教材費￥100 

運動のできる服装、ウ

ォーキングシューズ、

飲み物、汗拭きタオル 
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【太極拳講座】 

～続けよう!太極拳～（全4回） 
文化センター中央公民館 

7/30、8/6、20、9/3 

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 
20人 
初心者、初級者 

続けてこその太極拳です。同好の人が集まって演ずれば楽しく上達

も早いです。簡化24式、八段錦などをみんなで反復練習、健康づく

りに役立てましょう! 

受講料￥2,000 
（￥500×4回） 

運動しやすい服装、平
底の靴、飲み物、汗拭
きタオル 
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【いきいき若返り健康体操講座】 

～今からでも遅くない～（全8回） 
文化センター中央公民館 

7/3、10、17、24、31、 

8/7、21、28 

火曜日 9：30～10：45 

広瀬 浩司 

・健康運動指導士 
・ホームヘルパー 
・整体師 

￥1,000 30人 

若返りに必要なカラダづくりのヒントが盛りだくさん。心地良いス

トレッチ、簡単な筋力運動、ハッピー脳体操などを座位と立位で行

います。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

タオル、飲み物 

ヨガマット又はバス

タオル 
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【姿勢が良くなるイス体操講座】～肩こり、首コリ、

猫背に効果があります～（全8回） 
文化センター中央公民館 

7/9、16、30、8/6、20、

9/3、17、24 

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 
30人 
中高年 

体重を支えている股関節や骨盤を整え、動き癖に気づき痛みのない

動きを探します。深い呼吸で筋肉を伸ばしたり、縮めたりしてバラ

ンスの良い体を作ります。男女問わず無理なくできる体操です。 

受講料￥4,000 
（￥500×8回） 

汗ふきタオル、 

飲み物 
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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 

7/3、10、17、24 

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 
15人 初級者 
昔遊んだことのある方
などやってみたい方 

基本技10種類の修得!!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 
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【みんなの脳活性化ゲーム】 

～和やかに楽しくなって大笑い～（全3回） 
中丸公民館 

7/13、8/10、9/14 

金曜日 

13：30～15：30 

松村 純子 
・みんなの認知症予防
ゲームリーダー 

￥1,000 12人 

このゲームは優しさのシャワーを浴びて出来ても間違っても笑っち

ゃうようなゲームをしながら、脳機能を自然に活性化していきます。 

受講料￥1,500 
（￥500×3回） 

飲み物 

 

けん玉購入予定の方は「日本けん玉協会」のシール付きを推奨 

筋トレ用ゴムをお持ちの方は教材費無料 


