
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

６月の休館日：19日

※　講座の申込み、その他詳細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。

和文化おもてなし講座

日本の「おもてなし」文化です。

伝統芸能や行事から美意識を学びます。

第１回　　８月　５日（金）

テーマ　「古典芸能に遊ぶ」

第２回　　９月２１日（水）

テーマ　「茶事から学ぶおもてなし極意」

第３回　１０月　６日（木）

テーマ　　館外研修「和の美の探求～日光～逍遥園など」

第４回　１１月１１日（金）

テーマ　「気軽に和服～半幅帯の簡単な結びと風呂敷の活用法」

第５回　１２月１２日（月）

テーマ　「折り紙でつくる迎春テーブル」

第６回　１２月２７日（火）

テーマ　「迎春の生け花アレンジ」

◆時間＝午後１時３０分～３時

◆定員＝成人　２０名程度

◆参加費＝３，５００円

　　　　　（初回集金・館外研修は別途）

◆申込み＝７月２９日（金）まで

歴史講座

　

栃木の中世史を紐解く

第１回　　６月１３日（月）

テーマ　「鎌倉殿源頼朝の義兄弟　足利氏の軌跡」

第２回　　６月２７日（月）

テーマ　「中世宇都宮氏の信仰と文化～東大寺の

　　　　　再興、百人一首の成立とのかかわり～」

第３回　　７月１３日（水）

テーマ　「上三川の中世」

第４回　　７月１９日（火）

館外研修　「中世の足跡を訪ねる」

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

　　　　（第４回を除く）

◆定員＝成人　３０名

◆申込み＝６月１０日（金）まで

子育て講座

見守る子育て、ふれあう子育て、子どもと上手く付き

合うヒントがわかる！

第２回　　６月１０日（金）

テーマ　「心が育つ親子のかかわり

　　　　　　　　『ココロ貯金』で心をほっとに！」

第３回　　７月２３日（土）

テーマ　「親子で考えよう！　スマホがある生活」

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆定員＝子育て中の親等　３０名

◆参加費＝無料

◆申込み＝各回の前日まで

みんなの「おりがみ広場」

テーマ　「ひまわりを折りましょう」

◆日時＝７月６日（水）

　　　　午前９時３０分～１１時３０分

◆定員＝成人　２０名

◆材料代＝５０円

◆申込み＝６月３０日（木）まで

キッズひろば　親子クッキング

食べること、作ることを大切にしましょう。

１つのテーブルに１組の親子で調理します。

◆メニュー＝タコライス・かんたん春巻き・豆花

◆日程＝７月２９日（金）または３０日（土）

◆時間＝午前１０時～午後０時３０分

◆講師＝上三川町食生活改善推進協議会の皆さん

◆定員＝各日６組　※２日とも同じ献立です。

◆対象者＝年長さんくらいから小学生親子

◆材料代＝１組１，０００円

◆申込み＝７月２０日（水）まで

キッズ折り紙教室

折り紙で作ろう「海のモビール」

◆日時＝８月７日（日）

　　　　午前９時３０分～１１時３０分

◆講師＝ＯＲＩＧＡＭＩ普及指導員の皆さん

◆定員＝２０名（小さいお子さんは親子でご参加ください。）

◆対象者＝年長さんくらいから小学生

◆材料代＝２００円

◆申込み＝７月２８日（木）まで

キッズひろば　親子ハイキング

男体山を目前に見ながら戦場ヶ原を横断しよう！

・湯滝から光徳へハイキング

・「さかなと森の観察園」の見学

◆日時＝８月１０日（水）

　　　　午前７時３０分～午後４時３０分

◆集合場所＝中央公民館

◆定員＝小学生とその保護者２０名

◆参加費＝大人３００円、小学生１００円　　　　

　　　　　（入園料）

　　　　　※町のバスで行きます。

◆申込み＝８月５日（金）まで

おりがみ教室

上三川町出身の吉澤章氏の創作おりがみ教室

です。

第１回　　６月２４日　「基礎になる折り方、梅雨」

第２回　　７月２２日　「夏休み」

第３回　　８月２６日　「十五夜」

第４回　１０月２８日　「秋の日」

第５回　１２月２３日※ 「干支　うさぎ」

全５回　金曜日　※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＝国際折り紙研究会の皆さん

◆定員＝成人　２０名

◆材料代＝２，０００円

◆申込み＝６月１０日（金）まで

上三川町ＡＬＴの先生たちと一緒にトライ！

『脱出トライアル』英語でチャレンジ！制限時間内

に５つの部屋から脱出せよ！

◆日程＝７月２６日（火）（小学１２３年生クラス）

　　　　７月２７日（水）（小学４５６年生クラス）

◆時間＝午前９時３０分～正午

◆定員＝それぞれ２０名程度

◆対象者＝年長さんくらいから小学生親子

◆参加費＝５００円程度

◆申込み＝７月１９日（火）まで

上サマーイングリッシュ

イラスト・マンガ教室

イラストやマンガを描くのが大好きなあなたに。
プロから学ぶチャンスです。
第１回　８月１日（月）
テーマ　「キャラクターを描こう」
第２回　８月２日（火）
テーマ　「２コマ・４コマ漫画を描いてみよう」
第３回　８月３日（水）
テーマ　「つけペンで描いてみよう」
※各回募集とします。
◆時間＝午後１時３０分～３時３０分
◆講師＝文星芸大マンガコース講師
　　　　イラストレーター　ｄａｍａｃｏ先生
◆定員＝各回１５名
◆対象者＝小学４年生から中学生
◆持ち物＝鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム
◆材料代＝１日目・２日目１００円
　　　　　（用紙代：どちらか１日でも２日間でも同額）
　　　　　３日目５００円（用紙代・Ｇペン代）
◆申込み＝７月２６日（火）まで

わくわく教室

作って！遊んで！

親子で楽しい時間を過ごしましょう♬

第１回　　７月１６日（土）

テーマ　「紙皿とコップのおもちゃ」

第２回　　８月２０日（土）

テーマ　「シャボン玉とばそう」

第３回　１０月２２日（土）

テーマ　「いろいろな紙ひこうき」

第４回　１１月１９日（土）

テーマ　「簡単木工教室」

第５回　１２月１７日（土）

テーマ　「たこあげしよう」

◆時間＝午前１０時～１１時３０分

◆定員＝親子（兄弟、祖父母も可）１０組

◆対象者＝就学前・小学校低学年の親子

◆材料代＝各回子ども１人１００円程度

◆申込み＝６月３０日（木）まで

受講生募集

受 講 生 募 集

トウファ

よしざわあきら

しょうようえん
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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。
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