
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。

10月の休館日：5日・11日・12日・19日・26日

☆読書の秋、おうち時間の充実を。

古典文学の世界に親しみましょう。

「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

創作折り紙吉澤章展について

「音楽で力を～
　　　弦楽四重奏コンサート」

わ　だ　　 　さだお

「歩いて再発見　かみのかわ」

☆脳の活性化、体力の維持に効果

のあるウォーキング。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

☆お子さんと一緒に楽しくおやつ

づくりをしましょう。

「親子でお菓子つくり」

ふくろｄｅクッキー＆みかんゼリー

◆講師＝社会教育指導員

◆日程＝１１月２８日(土)

◆時間＝午前９時３０分～１１時３０分

◆材料代＝１組　７００円

◆募集定員＝年中さんから小学生

　とその保護者　６組

＊調理台１つに１組の親子です。

◆申込み＝１１月１８日(水)まで

キッズひろば

ふかや　　 のぼる

おおしま　　 たかひろ

☆町の史跡や文化財について深く

探求している文化財研究会の皆さ

んに学びましょう。

「近現代の庶民の暮らし」

第１回　１１月２６日(木)

　(公民館カレッジと合同)

現地で学ぼう

「新発見！街歩き　明治・大正の上

三川」

◆講師＝生涯学習課

　　　　深谷　昇さん

第２回　１２月３日(木)

「知られざるかみのかわ ①」

◆講師＝上三川町文化財研究会

第３回　１月１４日(木)

「知られざるかみのかわ ②」

◆講師＝上三川町文化財研究会

第４回　２月２５日(木)

館外研修「近現代の文化遺産を巡る」

◆講師＝生涯学習課

　　　　大島　孝博さん

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

　(第４回は午前９時から午後４時)

◆参加料＝無料

◆定員＝３０名

◆申込み＝１１月２０日(金)まで

歴史講座

☆頑張りたい・・・勇気を出した

い・・・泣きたい・・・癒されたい・・・

いろいろな気持ちに弦楽器の音色

が、寄り添ってくれるかもしれませ

ん。昨年、大好評だった新進気鋭の

カルテットの生演奏です。

◆日程＝１２月１０日(木)

◆時間＝午前１０時３０分～

　　　　１１時３０分

◆講師＝ヴァイオリン

　　　　渡邊　弘子さん

　　　　中村　響子さん

　　　　ヴィオラ

　　　　小倉　勇樹さん

　　　　チェロ

　　　　横溝　宏幸さん

◆参加費＝無料

◆定員＝８０名(新型コロナ感染

　症予防対策のため、託児はあり

　ません。)

【受講生のみなさまからの

　　　　リクエストを募ります！】

クラシックから童謡唱歌、ディズ

ニーやポップスなど・・・ジャンルは

問わず、弦楽四重奏で聴いてみた

いお好きな一曲があれば、お申込

み時にお伺いします。

ご希望の多かった曲をプログラム

に取り入れる予定です。(リクエス

ト募集は１０月３１日(土)まで)

◆申込み＝１２月３日(木)まで

わたなべ　　 ひろこ

なかむら　　きょうこ

おぐら　　　ゆうき

よこみぞ　　ひろゆき

　８月１日、中央公民館において子どもたちを対象とした講座を開催しまし

た。子どもの体験学習支援ボランティアみちくさの皆さんを講師に迎え、紙

皿を使った「あやつりＵＦＯ」を

作りました。

　参加者の皆さんは、ペンで思

い思いの絵を描き、楽しく工作

をすることが出来ました。

キッズひろば(工作教室)

こんな講座を開催しました。

「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

ける、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

　感染症予防対策のため、託児は

　ありません。)

◆申込み＝１０月１０日(土)まで

子育て講座　特別講演会

うつのみや　　 　なおたか

☆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

あ く つ り ゅ う い ち

あ く つ 　 　りゅういち

　中央公民館では、１２月２７日(日)

まで「創作折り紙吉澤章展」を開催

しております。上三川町出身である

吉澤章先生が折った作品は、生き

物の躍動を感じることができます。

この機会にぜひ、作品をご覧になっ

てください。

広報かみのかわ　2020.10.1 24

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
☎ 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。

10月の休館日：5日・11日・12日・19日・26日

☆読書の秋、おうち時間の充実を。

古典文学の世界に親しみましょう。

「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

創作折り紙吉澤章展について

「音楽で力を～
　　　弦楽四重奏コンサート」

わ　だ　　 　さだお

「歩いて再発見　かみのかわ」

☆脳の活性化、体力の維持に効果

のあるウォーキング。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

☆お子さんと一緒に楽しくおやつ

づくりをしましょう。

「親子でお菓子つくり」

ふくろｄｅクッキー＆みかんゼリー

◆講師＝社会教育指導員

◆日程＝１１月２８日(土)

◆時間＝午前９時３０分～１１時３０分

◆材料代＝１組　７００円

◆募集定員＝年中さんから小学生

　とその保護者　６組

＊調理台１つに１組の親子です。

◆申込み＝１１月１８日(水)まで

キッズひろば

ふかや　　 のぼる

おおしま　　 たかひろ

☆町の史跡や文化財について深く

探求している文化財研究会の皆さ

んに学びましょう。

「近現代の庶民の暮らし」

第１回　１１月２６日(木)

　(公民館カレッジと合同)

現地で学ぼう

「新発見！街歩き　明治・大正の上

三川」

◆講師＝生涯学習課

　　　　深谷　昇さん

第２回　１２月３日(木)

「知られざるかみのかわ ①」

◆講師＝上三川町文化財研究会

第３回　１月１４日(木)

「知られざるかみのかわ ②」

◆講師＝上三川町文化財研究会

第４回　２月２５日(木)

館外研修「近現代の文化遺産を巡る」

◆講師＝生涯学習課

　　　　大島　孝博さん

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

　(第４回は午前９時から午後４時)

◆参加料＝無料

◆定員＝３０名

◆申込み＝１１月２０日(金)まで

歴史講座

☆頑張りたい・・・勇気を出した

い・・・泣きたい・・・癒されたい・・・

いろいろな気持ちに弦楽器の音色

が、寄り添ってくれるかもしれませ

ん。昨年、大好評だった新進気鋭の

カルテットの生演奏です。

◆日程＝１２月１０日(木)

◆時間＝午前１０時３０分～

　　　　１１時３０分

◆講師＝ヴァイオリン

　　　　渡邊　弘子さん

　　　　中村　響子さん

　　　　ヴィオラ

　　　　小倉　勇樹さん

　　　　チェロ

　　　　横溝　宏幸さん

◆参加費＝無料

◆定員＝８０名(新型コロナ感染

　症予防対策のため、託児はあり

　ません。)

【受講生のみなさまからの

　　　　リクエストを募ります！】

クラシックから童謡唱歌、ディズ

ニーやポップスなど・・・ジャンルは

問わず、弦楽四重奏で聴いてみた

いお好きな一曲があれば、お申込

み時にお伺いします。

ご希望の多かった曲をプログラム

に取り入れる予定です。(リクエス

ト募集は１０月３１日(土)まで)

◆申込み＝１２月３日(木)まで

わたなべ　　 ひろこ

なかむら　　きょうこ

おぐら　　　ゆうき

よこみぞ　　ひろゆき

　８月１日、中央公民館において子どもたちを対象とした講座を開催しまし

た。子どもの体験学習支援ボランティアみちくさの皆さんを講師に迎え、紙

皿を使った「あやつりＵＦＯ」を

作りました。

　参加者の皆さんは、ペンで思

い思いの絵を描き、楽しく工作

をすることが出来ました。

キッズひろば(工作教室)

こんな講座を開催しました。

「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

ける、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

　感染症予防対策のため、託児は

　ありません。)

◆申込み＝１０月１０日(土)まで

子育て講座　特別講演会

うつのみや　　 　なおたか

☆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

あ く つ り ゅ う い ち

あ く つ 　 　りゅういち

　中央公民館では、１２月２７日(日)

まで「創作折り紙吉澤章展」を開催

しております。上三川町出身である

吉澤章先生が折った作品は、生き

物の躍動を感じることができます。

この機会にぜひ、作品をご覧になっ

てください。

広報かみのかわ　2020.10.125

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。


