
中央公民館中央公民館

おしゃべりサロン 

☆日本語を交えながらまずは挨拶

からLet’s enjoy!

◆日程＝９月２０日・２７日・１０月４

日・１１月１日・１５日

（全金曜・全５回）

（８月号と日程が変更になりました）

◆時間＝午前９時３０分～１１時３０分

◆講師＝北山 恵子さん

◆対象＝６０歳以上の男女

◆定員＝１０名程度

◆参加費＝無料

◆申込み＝９月１３日（金）まで

シニアのためのはじめての英会話

第４回９月１０日（火）

「ゆっくりのんびりティータイムママ

カフェ」 

第５回１０月８日（火）

「お散歩～季節を感じて～」

◆時間=午前１０時～１１時３０分

◆対象=乳幼児親子

◆参加費=１００円（当日集金）

◆持ち物=カップ・手ふき(親子)・

　　　　　タオル 

※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。 

【講 師】 
ちばてつや さん

【プロフィール】 

1939年生まれ。漫画家。文星芸術大

学学長・日本漫画協会会長。主な作

品に「ユキの太陽」「紫電改のタカ」

「ハリスの疾風」「あしたのジョー」

「おれは鉄兵」「あした天気になあ

れ」「のたり松太郎」 

【会場】上三川町中央公民館大ホール 

【日時】１１月２日(土) 

　　　開場：午後２時

 　　　開演：午後２時３０分 

【定員】２００名(入場券が必要） 公開抽選により入場者を決定します。

【申込期間】９月１０日（火）から１０月１日（火）の休館日を除く午前８時３０分

　　　　　から午後５時１５分まで。 

【申込条件】上三川町にお住まいの方。（申込者１人につき申込用紙１枚限り） 

【申込方法】窓口で専用の申込用紙を受け取り、住所・氏名・電話番号・

　　　　　希望人数（２名まで）をご記入の上、抽選箱に投入してください。 

【抽選日】１０月２日（水）午前１０時 公開抽選は中央公民館で行います。 

【結果郵送】１０月１０日（木） 抽選結果を全員に郵送します。 

歴史講座

☆日本史に名を残す人物は、栃木と

関わりが少なからずあった!

その人物の生涯と栃木との関わり

について 

【テーマ】栃木ゆかりの歴史群像

◆講師=上三川高校長

　　　　松本 一夫さん

第１回１０月２７日（日） 

（古代） 平将門・藤原定家

第２回１２月８日（日）

（中世） 後北条氏五代・織田信長

第３回１月１２日（日）

（近世）  徳川光圀・井伊直弼

第４回２月９日（日）

（近現代）板垣退助・大久保利通 

◆時間=午後１時３０分～

　　　　３時３０分 

◆定員=３５名 （無料）

◆参加費=無料

◆申込み=１０月２６日（土）まで

キッズひろば

☆友好都市大洗町は、海のある町。

☆魚の干ものを作ろう！

☆漁船に乗って漁に出よう！

「漁業体験」

◆講師=大洗町漁業協同組合

◆期日=１０月２６日（土） 

◆時間=午前８時３０分～

　　　　午後４時３０分 

◆参加費=ひとり６００円

　　　　　（当日集金）

◆対象=小学生とその保護者

◆定員=３０名（先着順に受付）

◆申し込み=１０月１９日（土）まで 

※町バスを使用します。 

◆日時=１０月３１日（木）

　　　 午前１０時３０分～午後１時

【体に優しいヘルシー中華メニュー】

・中華がゆ

・鶏肉の紙包み揚げ 

・春菊のナムル

・中華風白玉団子

◆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（当日集金）

◆定員 ＝２０名（成人男女） 

◆申込み＝１０月２４日（木）まで 

第３回家庭の料理教室

☎ 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

中央公民館文化講演会

【演題】 「屋根うらのマンガ人生」
※講座の申込み・お問い合わせは中央公民館へ。
※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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女性学講座・うたごえサロン 

美文字講座・英検

手芸講座

こども合唱教室

休館日

休館日

休館日

英検

シニア英会話

おやこdeえいご

休館日

休館日

うたごえサロン

はっぴぃMaMa・美文字講座・英検

手芸教室・シニア英会話

休館日

初パッチワーク

男の生活工房

園芸教室 

手芸教室・シニア英会話

こども合唱教室

休館日

初パッチワーク 

うたごえサロン 

美文字講座

１０月

９月

きたやま　けいこ

いしかわ　ともこ

コミュニケーション・アップ会話術

☆“隆サマ”の愛称でお馴染みの、フ

リーアナウンサー阿久津隆一さんに

話し方のコツを学びます。

◆日程及び内容

１０月３０日(水)「自分を開こう」

１１月６日(水)「意志や感情を聴こう」

１１月１３日(水)「意志や感情を伝えよう」

１１月２０日(水)「話の構成を考えよう」

１１月２７日(水)「トラブルの対処法のヒント」

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝フリーアナウンサー・パーソナリティ

　　　　　阿久津 隆一さん

◆参加費＝無料

◆定員＝３０名

◆申込み＝１０月２５日（金）まで

あくつ　 りゅういち

こども合唱教室（後期コース）

☆歌の好きなおともだち、一緒に歌い

ましょう。学校、学年をこえた楽しい

仲間が待っています。

◆期間=１０月～３月

　　　 （年末年始休み等あります。）

　　　 原則毎週土曜日

◆時間=午後１時３０分～３時 

◆対象=小学１年生から６年生

◆定員=２０名 

◆参加費=無料

ヴォーカルアンサンブル

☆J-POPを中心とした女性ヴォーカル

アンサンブルです。楽譜が読めなくて

も大丈夫♪ 

◆日時=１０月１２日・２６日・１１月９日・

１６日・１２月７日・２１日・１月１１日・

２５日・２月８日・２２日・２９日(土)

（全１１回） 

午後７時３０分～８時５０分 

◆参加費=３００円(初日集金) 

◆定員=２０名程度  

◆申込み=１０月５日(土)まで 

まつもと　かずお
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