
中央公民館中央公民館☎ 56 3510

FAX 56 7930
〒329‐0611

上三川町大字上三川3970

受 講 生 募 集

第３４回公民館フェスティバル
日時：３月１日(日)午前９時～午後３時

●催し物(無料)

※原則として、町民を対象とした講座になります。※講座の申込みは、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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休館日

うたごえサロン

スタイルアップ・文芸

大人英検

おやこ英語・こども合唱教室

休館日

休館日

おしゃべりサロン・手芸教室

元気学講座・スタイルアップ

男性のための健康教室・ウクレレ教室

教育講演会・こども合唱教室・ヴォーカルアンサンブル

休館日

休館日

元気学講座

スタイルアップ・うたごえサロン

文芸

フェスティバル準備

フェスティバル準備

公民館フェスティバル

休館日

手芸教室

男性のための健康教室

休館日

３月

２月

教育講演会 おしゃべりサロン

第９回 ２月18日(火) 

「季節の行事（おひなさま）」 

第10回 ３月10日(火) 

「お楽しみ会～１年の成長をよろこ

びましょう」 

◆時間＝午前10時～11時30分 

◆対象＝乳幼児親子 

◆参加費＝１００円 

◆持ち物＝カップ(親子)

　　　　　手ふき タオル 

※事前申し込みは不要です。時間ま

でに公民館にお集まりください。 

キッズひろば「スノーシューハイク」

☆雪におおわれた大地を歩こう！お

もいっきり雪遊びをしてこよう！ 

「スノーシューハイク in 塩原」 

雪遊びコースと歩け歩けコース 

◆講師＝塩原温泉ビジターセンター

　　　　パークコンダクター 

◆日時＝２月15日(土)

　　　　午前８時～午後４時30分 

◆参加費＝ひとり500円 

　　　　　(スノーシュー賃貸料) 

◆定員＝年長～小中学生と

　　　　その保護者 40名 

◆申込み＝２月８日(土)まで 

公民館で活動している自主学習グループ・団体等の学習成果の発表や活動を紹

介します。町民の皆さんとの交流の場として体験コーナー等を企画していますの

で、ぜひご来館ください。 

○作品展示(１階～３階)

午前９時～午後３時 

○ステージ部門 

正午～午後３時

「合唱・太極拳・オカリナ・ハー

モニカ・日本舞踊」 

「ボーカルアンサンブル」 

「うたごえサロン」 

●移動動物園
午前9時～午後3時

宇都宮動物園の移動動物園が

今年もやってきます!動物たち

が皆さんをお待ちしています。 

●模擬店(有料)
 ・手打ちそば(実演・かけそば)・カレー 

 ・焼きそば・手作り菓子・コーヒー 

 ・駄菓子・綿あめ 

●体験コーナー（無料）
 午前10時30分～午後２時 

 ・七宝焼 

 ・絵手紙・お茶 

 ・パッチワーク・パステル画 

 ・折り紙・むかし遊び 

 ・工作と遊びのひろば

●オープニングセレモニー

とちぎテレビ【イブ6プラス】でおなじみ。

喋り屋永井塁さんが司会とオープニング

セレモニーを担当します! 

「子どもに自信をつけさせるた

めに大切なこと」大人だけでなく

子どもにも「うつ」があります。 

講師自身の経験から語られる心の

声、多数のカウンセリング経験によ

る言葉の大切さ… 

心が楽になる方法や自分との対話の

方法をお話くださいます。 

◆日時＝２月22日(土) 

　　　　午後１時30分～３時 

◆講師＝カウンセラー

　　　　澤登  和夫さん 

◆対象＝子育てに興味のある方 

◆定員＝60名程度

　　　　託児あり（6ヵ月以上・5名まで）

　　　　託児申込みは2月15日まで  

◆参加費＝無料 

◆申込み＝２月21日(金)まで 

民謡音楽教室

　民謡の聴き所楽しみ方を学びな

がら、生演奏の躍動感と迫力を味わ

いましょう。

　田植え歌、船頭歌、祝い歌など生

活の中から生まれ歌い継がれた民

謡を聴きながら学びませんか。

◆講師＝上三川町文化協会

　　　　田村  泉松さんほか
◆日時＝３月４日(水)

　　　　午後１時30分～３時

◆参加費＝無料

◆定員＝50名(先着順受付)

◆申込み＝２月29日(土)まで

文芸教室

☆短歌の入門講座です。 

万葉の古から現代に至るまで、思い

を放ってきた５７５７７のリズム。秀

歌をまなびながら、短歌に親しみま

しょう。 

◆講師=元高校長 和田 貞夫さん 

第１回 ２月13日(木) 

新元号「新元号 令和」と「万葉集」 

第２回 ２月27日(木) 

日本の和歌の歴史 

第３回 ３月12日(木) 

短歌をつくる心得  

◆時間＝午前10時～11時30分 

◆参加費＝無料 

◆定員＝30名 

◆申込み＝２月９日(日)まで 

わだ　　さだお

たむら　　せんしょう

さわと　 かずお

※開催内容・時間等は変更になる場合があります。

ながい　るい
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休館日

手芸教室

男性のための健康教室

休館日

３月

２月

教育講演会 おしゃべりサロン

第９回 ２月18日(火) 

「季節の行事（おひなさま）」 

第10回 ３月10日(火) 

「お楽しみ会～１年の成長をよろこ

びましょう」 

◆時間＝午前10時～11時30分 

◆対象＝乳幼児親子 

◆参加費＝１００円 

◆持ち物＝カップ(親子)

　　　　　手ふき タオル 

※事前申し込みは不要です。時間ま

でに公民館にお集まりください。 

キッズひろば「スノーシューハイク」

☆雪におおわれた大地を歩こう！お

もいっきり雪遊びをしてこよう！ 

「スノーシューハイク in 塩原」 

雪遊びコースと歩け歩けコース 

◆講師＝塩原温泉ビジターセンター

　　　　パークコンダクター 

◆日時＝２月15日(土)

　　　　午前８時～午後４時30分 

◆参加費＝ひとり500円 

　　　　　(スノーシュー賃貸料) 

◆定員＝年長～小中学生と

　　　　その保護者 40名 

◆申込み＝２月８日(土)まで 

公民館で活動している自主学習グループ・団体等の学習成果の発表や活動を紹

介します。町民の皆さんとの交流の場として体験コーナー等を企画していますの

で、ぜひご来館ください。 

○作品展示(１階～３階)

午前９時～午後３時 

○ステージ部門 

正午～午後３時

「合唱・太極拳・オカリナ・ハー

モニカ・日本舞踊」 

「ボーカルアンサンブル」 

「うたごえサロン」 

●移動動物園
午前9時～午後3時

宇都宮動物園の移動動物園が

今年もやってきます!動物たち

が皆さんをお待ちしています。 

●模擬店(有料)
 ・手打ちそば(実演・かけそば)・カレー 

 ・焼きそば・手作り菓子・コーヒー 

 ・駄菓子・綿あめ 

●体験コーナー（無料）
 午前10時30分～午後２時 

 ・七宝焼 

 ・絵手紙・お茶 

 ・パッチワーク・パステル画 

 ・折り紙・むかし遊び 

 ・工作と遊びのひろば

●オープニングセレモニー

とちぎテレビ【イブ6プラス】でおなじみ。

喋り屋永井塁さんが司会とオープニング

セレモニーを担当します! 

「子どもに自信をつけさせるた

めに大切なこと」大人だけでなく

子どもにも「うつ」があります。 

講師自身の経験から語られる心の

声、多数のカウンセリング経験によ

る言葉の大切さ… 

心が楽になる方法や自分との対話の

方法をお話くださいます。 

◆日時＝２月22日(土) 

　　　　午後１時30分～３時 

◆講師＝カウンセラー

　　　　澤登  和夫さん 

◆対象＝子育てに興味のある方 

◆定員＝60名程度

　　　　託児あり（6ヵ月以上・5名まで）

　　　　託児申込みは2月15日まで  

◆参加費＝無料 

◆申込み＝２月21日(金)まで 

民謡音楽教室

　民謡の聴き所楽しみ方を学びな

がら、生演奏の躍動感と迫力を味わ

いましょう。

　田植え歌、船頭歌、祝い歌など生

活の中から生まれ歌い継がれた民

謡を聴きながら学びませんか。

◆講師＝上三川町文化協会

　　　　田村  泉松さんほか
◆日時＝３月４日(水)

　　　　午後１時30分～３時

◆参加費＝無料

◆定員＝50名(先着順受付)

◆申込み＝２月29日(土)まで

文芸教室

☆短歌の入門講座です。 

万葉の古から現代に至るまで、思い

を放ってきた５７５７７のリズム。秀

歌をまなびながら、短歌に親しみま

しょう。 

◆講師=元高校長 和田 貞夫さん 

第１回 ２月13日(木) 

新元号「新元号 令和」と「万葉集」 

第２回 ２月27日(木) 

日本の和歌の歴史 

第３回 ３月12日(木) 

短歌をつくる心得  

◆時間＝午前10時～11時30分 

◆参加費＝無料 

◆定員＝30名 

◆申込み＝２月９日(日)まで 

わだ　　さだお

たむら　　せんしょう

さわと　 かずお

※開催内容・時間等は変更になる場合があります。

ながい　るい
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