
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
※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。
※講座の受付は先着順になります。

9月の休館日：7日・14日・20日・21日・22日・23日・28日

「歩いて再発見　かみのかわ」

☆正しい姿勢で健康によい歩きを

しましょう。

第１回　１０月１４日（水）

ウォーキングの基本・いきいきプラ

ザ外周コースを歩く

第２回　１１月４日（水）

蓼沼親水公園から向川原公園の

コースを歩く

※現地集合です。

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆講師＝上三川町スポーツ推進委

員の皆さん

◆参加費＝無料

◆定員＝２０名

◆申込み＝１０月６日（火）まで

ウォーキング教室

「古典随筆を読む」

　徒然草・枕草子

◆日程＝１０月２２日、１１月１９日、

１２月１７日（全３回木曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝元高校長　

　　　　和田　貞夫さん

◆参加費＝無料

◆定員＝２５名

◆申込み＝１０月１８日（日）まで

文学講座

わ　だ　　 　さだお

☆南国の雰囲気につつまれなが

ら、ウクレレはじめてみませんか。

初心者対象の講座です。

◆日程＝９月１８日、１０月９・１６

日（全３回金曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝ウクレレスタジオ

　　　　ＭＡＨＡＮＡ

　　　　校長　谷中　敦さん

◆参加費＝無料

（ウクレレをお持ちでない方は、お

申し込み時にご相談ください。）

◆定員＝１５名程度

◆申込み＝９月１１日（金）まで

「はじめてのウクレレ教室」

やなか　　あつし

「かぎ針編みで作るフェルト仕立て

のミニバッグ」

細編みのモチーフをつなげてから、

フェルト化してかわいいバッグに

仕立てます。

◆日程＝１０月９・３０日、１１月６・

１３・２０日（全５回金曜日）

◆時間＝午後１時３０分～３時３０分

◆講師＝暮らし作家

　　　　石坂　季子さん

◆材料代＝１，５００円（毛糸・かぎ

針・持ち手）＊初回に集金

◆定員＝１５名（全回出席できる方

に限ります。）

◆申込み＝９月３０日（水）まで

手芸教室

いしざか　　 としこ

テーマ「日本の近代化と上三川の

産業の発展」

◆日程＝９月２４日、１０月２９日、

１１月２６日（全３回木曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

（１１月２６日は現地学習となります。

詳しくは後程お知らせします。）

◆講師＝上三川町生涯学習課

　　　　深谷　昇さん

◆定員＝２５名（成人男女）

◆申込み＝９月１８日（金）まで

公民館カレッジ

ふかや　　 のぼる

第１回　９月１１日（金）

講話「いざという時のために」

上三川の台風被害と防災の心得

講師　町役場総務課防災係

第２回　１０月２３日（金）

実習「発酵食品の効能を知る」

塩麴・みそ玉つくりなど

講師　野菜ソムリエ

　　　蜂巣 　覚さん

第３回　１１月５日（木）

合同人権講座

「ひとりひとりが輝く明るい社会」

講師　文星芸大事務局長

　　　島田　好正さん

第４回　１１月２７日（金）

「空気をきれいにする観葉植物」

育て方・寄せ植え

講師　とちぎ花センター職員

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆定員＝成人男性　１５名

◆参加費＝無料（ただし、実習は実

費を集金します。）

◆申込み＝９月８日（火）まで

男の生活工房

はちす　　　　さとる

しまだ　　　　よしまさ

☆友好都市大洗町は、海のある町。

広い砂浜で思いっきり遊ぼう！漁

船に乗って漁に出よう！

「磯浜あそび＆漁業体験」

◆期日＝１０月３日（土）

◆時間＝午前８時３０分～

　　　　午後４時３０分

◆講師＝大洗町漁業協同組合のみなさん

◆参加費＝ひとり２００円（雨天時）

◆対象＝小学生とその保護者

◆定員＝３０名

（初めての方を優先とします。）

◆申込み＝９月１０日（木）から

９月２５日（金）まで

＊天候により予定を変更すること

があります。

＊バス座席の間隔をとるため、町

有大型バス、中型バスの2台で行き

ます。

キッズひろば

☆プロに学ぼう！テクニックをUPしよう！

「イラスト・マンガ教室」

第１回　９月２６日（土）

「キャラクターのイラストを描こう」

第２回　１０月４日（日）

「２コマ・４コマ　マンガを描いて

みよう」

◆時間＝午後１時３０分～３時３０分

◆講師＝文星芸大マンガ専攻

　　　　非常勤講師

　　　　イラストレーター

　　　　ｄａｍａｃｏ

◆持ちもの＝鉛筆またはシャープ

ペンシル・消しゴム・色を塗るもの

（色鉛筆・カラーペンなど）

◆材料代＝３００円（１回でも２回

参加でも同料金）

◆対象＝小学４年生から中学生

◆定員＝各回１０名ずつ

◆申込み＝９月９日（水）まで

キッズひろば

☆紙を折る心を大事にした上三川

町出身の吉澤章氏の創作おりがみ

の教室です。初めての方にもわか

りやすく丁寧に進めていきます。

◆講師＝国際おりがみ研究会

　　　　稲見　義子さん

　　　　桜井　直子さん

◆日程・内容

　１０月１３日　基礎になる折り方

　１１月１０日　 動物を折る

　１２月８日　　新年を迎える折り紙

　 ２月９日 　  おひな様

　 ３月９日　　 春の折り紙

　（全５回火曜日）

◆時間＝午前９時３０分～１１時３０分

◆材料代＝２，０００円（全回分）

◆定員＝２０名

◆申込み＝９月１３日（日）まで

折り紙教室

いなみ　　 よしこ

さくらい　　 なおこ

☆栃木放送の“隆さま”こと阿久津

隆一さんから学ぶ会話講座です。

◆日時＝１０月２１・２８日、１１月

４・１１・１８日（全５回水曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝パーソナリティ

        　　阿久津　隆一さん

◆参加費＝無料

◆定員＝２５名（成人男女）

◆申込み＝１０月１５日（木）まで

大人の会話教室

「ミュージカルの世界～今こそ　

伝える力　表現する力を！～」

☆人に伝わる効果的な話し方、表

現方法、習得の仕方など、想いを届

け伝えるための技を、劇団四季で

「ライオンキング」の主役“シンバ

“をつとめた先生から学びます。

◆日程＝１０月１８日（日）

◆時間＝午後２時～３時３０分

◆講師＝元劇団四季　テノール歌手

　　　　宇都宮　直高さん

◆対象＝子育て中の方や小中学生

（幼児については申し込み時にご

相談ください。）

◆参加費＝無料

◆定員＝８０名程度（新型コロナウ

イルス感染症の感染予防対策のた

め、託児はありません。）

◆申込み＝１０月１０日（土）

子育て講座　特別講演会

うつのみや　　 なおたか

あくつ

りゅういち

たかはし　　 ようこ

☆植物の力を生活の中に取り入れ

ませんか。

「育てて活かすハーブのある暮らし」

育て方と使い方、寄せ植え

第１回　９月２５日（金）

第２回　１０月２３日（金）

◆時間＝午後１時３０分～３時３０分

◆定員＝１４名

◆講師＝スィートミモザ　

　　　　高橋　洋子さん

◆教材代＝２，５００円（２回分）

◆申込み＝９月９日（水）まで

園芸教室
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。



中央公民館中央公民館
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上三川町大字上三川3970

受 講 生 募 集
※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。
※講座の受付は先着順になります。

9月の休館日：7日・14日・20日・21日・22日・23日・28日

「歩いて再発見　かみのかわ」

☆正しい姿勢で健康によい歩きを

しましょう。

第１回　１０月１４日（水）

ウォーキングの基本・いきいきプラ

ザ外周コースを歩く

第２回　１１月４日（水）

蓼沼親水公園から向川原公園の

コースを歩く

※現地集合です。

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆講師＝上三川町スポーツ推進委

員の皆さん

◆参加費＝無料

◆定員＝２０名

◆申込み＝１０月６日（火）まで

ウォーキング教室

「古典随筆を読む」

　徒然草・枕草子

◆日程＝１０月２２日、１１月１９日、

１２月１７日（全３回木曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝元高校長　

　　　　和田　貞夫さん

◆参加費＝無料

◆定員＝２５名

◆申込み＝１０月１８日（日）まで

文学講座

わ　だ　　 　さだお

☆南国の雰囲気につつまれなが

ら、ウクレレはじめてみませんか。

初心者対象の講座です。

◆日程＝９月１８日、１０月９・１６

日（全３回金曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝ウクレレスタジオ

　　　　ＭＡＨＡＮＡ

　　　　校長　谷中　敦さん

◆参加費＝無料

（ウクレレをお持ちでない方は、お

申し込み時にご相談ください。）

◆定員＝１５名程度

◆申込み＝９月１１日（金）まで

「はじめてのウクレレ教室」

やなか　　あつし

「かぎ針編みで作るフェルト仕立て

のミニバッグ」

細編みのモチーフをつなげてから、

フェルト化してかわいいバッグに

仕立てます。

◆日程＝１０月９・３０日、１１月６・

１３・２０日（全５回金曜日）

◆時間＝午後１時３０分～３時３０分

◆講師＝暮らし作家

　　　　石坂　季子さん

◆材料代＝１，５００円（毛糸・かぎ

針・持ち手）＊初回に集金

◆定員＝１５名（全回出席できる方

に限ります。）

◆申込み＝９月３０日（水）まで

手芸教室

いしざか　　 としこ

テーマ「日本の近代化と上三川の

産業の発展」

◆日程＝９月２４日、１０月２９日、

１１月２６日（全３回木曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

（１１月２６日は現地学習となります。

詳しくは後程お知らせします。）

◆講師＝上三川町生涯学習課

　　　　深谷　昇さん

◆定員＝２５名（成人男女）

◆申込み＝９月１８日（金）まで

公民館カレッジ

ふかや　　 のぼる

第１回　９月１１日（金）

講話「いざという時のために」

上三川の台風被害と防災の心得

講師　町役場総務課防災係

第２回　１０月２３日（金）

実習「発酵食品の効能を知る」

塩麴・みそ玉つくりなど

講師　野菜ソムリエ

　　　蜂巣 　覚さん

第３回　１１月５日（木）

合同人権講座

「ひとりひとりが輝く明るい社会」

講師　文星芸大事務局長

　　　島田　好正さん

第４回　１１月２７日（金）

「空気をきれいにする観葉植物」

育て方・寄せ植え

講師　とちぎ花センター職員

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆定員＝成人男性　１５名

◆参加費＝無料（ただし、実習は実

費を集金します。）

◆申込み＝９月８日（火）まで

男の生活工房

はちす　　　　さとる

しまだ　　　　よしまさ

☆友好都市大洗町は、海のある町。

広い砂浜で思いっきり遊ぼう！漁

船に乗って漁に出よう！

「磯浜あそび＆漁業体験」

◆期日＝１０月３日（土）

◆時間＝午前８時３０分～

　　　　午後４時３０分

◆講師＝大洗町漁業協同組合のみなさん

◆参加費＝ひとり２００円（雨天時）

◆対象＝小学生とその保護者

◆定員＝３０名

（初めての方を優先とします。）

◆申込み＝９月１０日（木）から

９月２５日（金）まで

＊天候により予定を変更すること

があります。

＊バス座席の間隔をとるため、町

有大型バス、中型バスの2台で行き

ます。

キッズひろば

☆プロに学ぼう！テクニックをUPしよう！

「イラスト・マンガ教室」

第１回　９月２６日（土）

「キャラクターのイラストを描こう」

第２回　１０月４日（日）

「２コマ・４コマ　マンガを描いて

みよう」

◆時間＝午後１時３０分～３時３０分

◆講師＝文星芸大マンガ専攻

　　　　非常勤講師

　　　　イラストレーター

　　　　ｄａｍａｃｏ

◆持ちもの＝鉛筆またはシャープ

ペンシル・消しゴム・色を塗るもの

（色鉛筆・カラーペンなど）

◆材料代＝３００円（１回でも２回

参加でも同料金）

◆対象＝小学４年生から中学生

◆定員＝各回１０名ずつ

◆申込み＝９月９日（水）まで

キッズひろば

☆紙を折る心を大事にした上三川

町出身の吉澤章氏の創作おりがみ

の教室です。初めての方にもわか

りやすく丁寧に進めていきます。

◆講師＝国際おりがみ研究会

　　　　稲見　義子さん

　　　　桜井　直子さん

◆日程・内容

　１０月１３日　基礎になる折り方

　１１月１０日　 動物を折る

　１２月８日　　新年を迎える折り紙

　 ２月９日 　  おひな様

　 ３月９日　　 春の折り紙

　（全５回火曜日）

◆時間＝午前９時３０分～１１時３０分

◆材料代＝２，０００円（全回分）

◆定員＝２０名

◆申込み＝９月１３日（日）まで

折り紙教室

いなみ　　 よしこ

さくらい　　 なおこ

☆栃木放送の“隆さま”こと阿久津

隆一さんから学ぶ会話講座です。

◆日時＝１０月２１・２８日、１１月

４・１１・１８日（全５回水曜日）

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆講師＝パーソナリティ

        　　阿久津　隆一さん

◆参加費＝無料

◆定員＝２５名（成人男女）

◆申込み＝１０月１５日（木）まで

大人の会話教室

「ミュージカルの世界～今こそ　

伝える力　表現する力を！～」

☆人に伝わる効果的な話し方、表

現方法、習得の仕方など、想いを届

け伝えるための技を、劇団四季で

「ライオンキング」の主役“シンバ

“をつとめた先生から学びます。

◆日程＝１０月１８日（日）

◆時間＝午後２時～３時３０分

◆講師＝元劇団四季　テノール歌手

　　　　宇都宮　直高さん

◆対象＝子育て中の方や小中学生

（幼児については申し込み時にご

相談ください。）

◆参加費＝無料

◆定員＝８０名程度（新型コロナウ

イルス感染症の感染予防対策のた

め、託児はありません。）

◆申込み＝１０月１０日（土）

子育て講座　特別講演会

うつのみや　　 なおたか

あくつ

りゅういち

たかはし　　 ようこ

☆植物の力を生活の中に取り入れ

ませんか。

「育てて活かすハーブのある暮らし」

育て方と使い方、寄せ植え

第１回　９月２５日（金）

第２回　１０月２３日（金）

◆時間＝午後１時３０分～３時３０分

◆定員＝１４名

◆講師＝スィートミモザ　

　　　　高橋　洋子さん

◆教材代＝２，５００円（２回分）

◆申込み＝９月９日（水）まで

園芸教室

広報かみのかわ　2020.9.125

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


