
中央公民館中央公民館

☆古い美しい叙情を求め 続けた

ハーン。日本語の表現についても

考えていきます。

◆テーマ＝「ラフカディオ・ハーン

と日本～日本体験から見る著作～」

◆講師＝下関市立大学

　　　　三成 清香さん

第１回 6月15日（土）

「ラフカディオ・ハーンと英作文教育」

第2回 7月13日（土）

「エキゾチシズム溢れる物語」

第3回８月10日（土）

「翻訳された再話作品」

◆時間＝午後2時～3時30分

◆定員＝35名（先着順）

◆申込み＝6月14日（金）まで

文学講座

◆日程=・小学１～３年生のコース

　　　　  7月26日(金)・27日(土)

　　　　  午前9時30分～正午

　　　　・小学４～６年生のコース

　　　　  7月30日(火)・31日(水)

　　　　  午前9時30分～正午

　　　　・中学生のコース

　　　　  7月30日(火)・31日(水)

　　　　  午後1時30分～４時30分

◆講師=上三川町ＡＬＴ

◆参加費=300円程度

◆定員=各20名程度

◆申込み=7月20日(土)まで

エンジョイ英会話きっず

☆塩原の自然の中、ハッチョウトンボや

モリアオガエルの卵を探しに行こう!

◆日程=６月22日(土)

◆時間＝午前7時30分～午後4時30分

◆定員＝小中学生とその保護者25名

　　　　（先着順）

◆申込み＝6月15日（土）まで

※町バスで行きます。

親子ハイキング～塩原大沼公園～

☆恐竜の待つ森林公園とお菓子の工場！

【見学】 カバヤ食品関東工場

【見学体験】 水戸市森林公園 森の工作

◆日程=8月7日(水)

◆時間=午前8時30分～午後4時40分

◆参加費=無料

◆対象=小中学生とその保護者

◆定員=40名（先着順）

◆申込み=7月24日(水)まで

※町バスで行きます。

親子社会見学

◆日時=7月25日（木）

　　　 午前9時30分～11時30分

◆対象と作れるもの

小学1,2年生:ASIMO またはワゴン車

小学3年生以上:ASIMO、 ワゴン車、ス

クーター、ミニF‐1から選択

◆講師=ホンダドリームハンズの　　

　　　　みなさん

◆材料代=無料

◆定員=40人（先着順）

◆申込み=7月20日(土)まで

工作教室
ダンボールクラフトに挑戦しよう

☆料理をすることからも育てたい、食

の大切さ。夏を元気に過ごしましょう。

◆日時=8月3日（土）

　　　　午前10時～午後1時

〈メニュー〉

・油淋鶏

・豆乳スープ

・おやき

・牛乳わらびもち

◆講師=食生活改善推進協議会

　　　　鈴木 美恵子 さん

◆材料代=１人 500円程度

◆対象=小中学生とその保護者

◆定員=30名（先着順）

◆申込み=7月24日(水)まで

親子クッキング

☆紙を折るこころを大切にした吉澤

章の創作おりがみの教室です。

◆日程及び内容

6月25日（火）折り紙の基本

7月23日（火）夏の思い出

9月10日（火）秋の山

11月26日（火）クリスマス

12月10日（火）新年を迎える折り紙

◆時間＝午前９時30分～１１時30分

◆講師＝国際おりがみ研究会

　　　　稲見 義子 さん

　　　　桜井 直子 さん
◆材料代＝2,000円(全5回分)

　　　　　テキスト込み

◆募集定員＝ 20名

　　　　　　（先着順に受付）

◆申込み＝6月１１日（火）まで

おりがみ教室

☆身近な材料で、手早くおいしい料

理を作り、みんなでランチタイムを

楽しみましょう。

第１回 6月19日（水）

＜意外と簡単！和食メニュー＞

・真ダラと野菜の黒酢あん

・生姜あん入り茶碗蒸し

・水ようかん

・雑穀ごはん

第2回 8月28日（水）

＜南国の風を感じるランチメニュー＞

第3回 10月31日（木）

＜体に優しいヘルシー中華メニュー＞

第4回 12月13日（金）

＜クリスマスホームパーティメニュー＞

◆時間＝午前10時30分～午後1時

◆講師＝ホームクッキングコーディ

ネーター 石川 智子さん

◆材料代＝ 1,000円

◆定員＝20名（成人男女）

◆申込み＝第1回は6月12日（水）ま

で。２回目以降は随時受け付けます。

家庭の料理教室

☆「できない」には訳があります。「できる」をサポートす
る方法、お片づけを通して育まれる3つの力とは何かを、
収納整理のスペシャリストの先生から学びましょう。
◆日時=7月25日(木)
　　　　午前10時～11時30分
　　　　「片付けで生まれる生きる力」

◆講師=小堀 愛生 さん
◆定員=30名
◆申込み=7月20日（土）まで

子育て講座

☆生地をこねる楽しさと、焼きたて

パンのおいしさを味わいましょう。

◆日程＝7月10日・17日（水）

◆時間＝午前9時30分～午後1時

◆講師＝ジャパンホームベーキン

グスクール講師 笠倉 幸子さん

【メニュー】

①プチパン・レーズンパン、コーヒーゼリー

②コーヒーブレッド、マドレーヌ

◆定員＝12名（成人男女）

＊2回とも参加できる方に限ります。

◆材料費＝1,500円（2回分）

◆申込み＝7月3日（水）まで

みんなのパン工房

第2回 6月11日(火)

「手づくりのおもちゃ作り」

午前10時～11時30分

第3回 7月9日(火)

「みんなでチャポチャポ水遊び」

◆対象=乳幼児親子

◆参加費=100円

◆持ち物=カップ（親子）手ふき

＊事前申込みは不要です。時間まで

に公民館にお集まりください。

おしゃべりサロン

テーマ「上三川町の指定文化財～そ

の成立の背景～」

◆日時=①7月24日（水）・②8月１日（木）

午前10時～11時30分

③8月8日(木)午前9時～11時30分

◆内容=①古墳の密集地域上三川

　　　　②中世城館と寺社仏閣

　　　　～上三川の文化財の宝庫～

　　　　③現地研修(町のバスにて町内

　　　　の遺跡、寺社等を巡ります)

◆講師=上三川町生涯学習課

　　　　深谷 昇 さん

◆定員=30名

◆申込み=7月20日（土）まで

公民館カレッジ

☆郷愁の音色・・・ハーモニカで童謡

や叙情歌を奏でてみませんか。初心

者でも大丈夫です。

◆日程=6月13・20日・７月11・25日・

8月8日（全５回 木曜日）

◆時間=午後1時～3時

◆講師=日本ハーモニカ芸術協会

　　　　公認指導員 金田昭一さん

◆定員=10名程度

◆参加費=無料

◆申込み=６月１３日(木)まで

※C調複音ハーモニカを使用しま

す。お持ちでない方はお申し込み時

にご相談ください。

「はじめてのハーモニカ」

☎ 56 3510

FAX 56 7930
〒329‐0611

上三川町大字上三川3970

受 講 生 募 集

受 講 生 募 集

※講座の申込み・お問い合わせは公民館へお問い合わせください。
※日時、内容については、変更になる場合があります。
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おしゃべりサロン

うたごえサロン

ハーモニカ・女性学

男の生活工房

子ども合唱教室・文学

休館日

休館日

初めてのパッチワーク

健康麻雀教室・家庭の料理

はつらつシニアハーモニカ

はっぴぃMaMa・手芸

子ども合唱教室・親子ハイキング

休館日

おりがみ教室

うたごえサロン

シニア英会話

子ども合唱教室

休館日

初めてのパッチワーク

健康麻雀教室・はっぴいMaMa

園芸教室・シニア英会話

手芸

子ども合唱教室

休館日

おしゃべりサロン

みんなのパン工房・うたごえサロン

７月

６月

キッズひろばの催し！

ふかや　のぼる

かねだ しょういち

いなみ　よしこ

さくらい　なおこ

みなり　さやか

すずき　 みえこ

いしかわ　ともこ

こぼり　めぐみ

かさくら　さちこ
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◆参加費=無料

◆対象=小中学生とその保護者
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◆申込み＝第1回は6月12日（水）ま

で。２回目以降は随時受け付けます。

家庭の料理教室

☆「できない」には訳があります。「できる」をサポートす
る方法、お片づけを通して育まれる3つの力とは何かを、
収納整理のスペシャリストの先生から学びましょう。
◆日時=7月25日(木)
　　　　午前10時～11時30分
　　　　「片付けで生まれる生きる力」

◆講師=小堀 愛生 さん
◆定員=30名
◆申込み=7月20日（土）まで

子育て講座
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＊2回とも参加できる方に限ります。

◆材料費＝1,500円（2回分）
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◆対象=乳幼児親子

◆参加費=100円

◆持ち物=カップ（親子）手ふき

＊事前申込みは不要です。時間まで

に公民館にお集まりください。

おしゃべりサロン

テーマ「上三川町の指定文化財～そ

の成立の背景～」

◆日時=①7月24日（水）・②8月１日（木）

午前10時～11時30分

③8月8日(木)午前9時～11時30分

◆内容=①古墳の密集地域上三川

　　　　②中世城館と寺社仏閣

　　　　～上三川の文化財の宝庫～

　　　　③現地研修(町のバスにて町内

　　　　の遺跡、寺社等を巡ります)

◆講師=上三川町生涯学習課

　　　　深谷 昇 さん

◆定員=30名

◆申込み=7月20日（土）まで

公民館カレッジ

☆郷愁の音色・・・ハーモニカで童謡

や叙情歌を奏でてみませんか。初心

者でも大丈夫です。

◆日程=6月13・20日・７月11・25日・

8月8日（全５回 木曜日）

◆時間=午後1時～3時

◆講師=日本ハーモニカ芸術協会

　　　　公認指導員 金田昭一さん

◆定員=10名程度

◆参加費=無料

◆申込み=６月１３日(木)まで

※C調複音ハーモニカを使用しま

す。お持ちでない方はお申し込み時

にご相談ください。

「はじめてのハーモニカ」

☎ 56 3510

FAX 56 7930
〒329‐0611

上三川町大字上三川3970

受 講 生 募 集

受 講 生 募 集
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※日時、内容については、変更になる場合があります。
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