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平成27年度生涯学習学校開放講座を開設
地域に根ざした学校づくりを目指し､地域の皆さんとコミュニケーションを図るため、次の講座を開設します。物社会教育課☎奮３９２

全講座共通

覆市内在住・在勤・在学の方
仏各講座の申込期限（消印有効）までに、電話、往復はがきまたは電子申請で社
会教育課へ
〈電話の場合〉希望講座名、開催学校名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号を連絡
〈往復はがきの場合〉往信面に希望講座名、開催学校名、氏名（ふりがな）、住所、
電話番号、返信面の宛名に申込者の住所、氏名を記入し、郵送

〈電子申請の場合〉市ホームページ「生涯学習学校開放講座」から申し込み
※申し込みは、講座ごと（記入は1講座1人まで）に必要
※定員に満たない講座は、申込期限を過ぎても受講できますのでお問い合わ
せください。なお、申込者が5人未満の場合や、講師の都合などにより、講座を
中止・変更する場合があります。

学　校　名 講　座　名 日　　時 対　象 学　習　内　容 持ち物など 定員 費　用 申込期限

八條小学校
初心者のための
パソコン講座

文書作成ソフト編

10月1日～11月26日（11月5日を除く毎週
木曜日・全8回）　午後6時～8時

パソコンの基本
的な操作を身に
つけたい方

パソコン操作の基本、図形や写真を入れ
た文章、表の作成など

上履き、筆記用具、
USBメモリー 20人 無　料 9/25

潮止小学校 みんなで歌おう！
コーラス講座

9月17日～11月5日（10月8日を除く毎週木
曜日・全7回）　午後6時～8時

コーラスに興味
のある方

最近はやりの曲からなつかしの曲まで、
みんなで楽しく歌う 上履き、筆記用具 20人 無　料 9/7

八幡小学校

心も体も
リフレッシュ
軽スポーツ講座

9月11日～11月6日（10月30日を除く毎週
金曜日・全8回）　午後7時～9時

成人（運動が苦
手な方も歓迎）

グランドゴルフ、さいかつぼーる、ミニテ
ニス、バドミントン、卓球など

室内用運動靴、運動が
できる服装、タオル、飲
料水

20人 無　料 8/31

表計算ソフト初級
およびインターネット

活用術講座

10月2日～11月13日（10月30日を除く毎週
金曜日・全6回）　午後5時30分～7時30分

表計算ソフトを
開いたことのあ
る方や、関数に
興味がある方

パソコンの基本操作、基本的な関数と表
の作成、インターネット活用術など 上履き、筆記用具 20人 無　料 9/25

松之木小学校

誰でもできる
太極拳講座

10月2日～11月27日（10月30日を除く毎週
金曜日・全8回）　午後6時～8時

太極拳に興味の
ある方

「楊名時健康太極拳」および「八段錦（気
功）」呼吸法と基本的動作に重点をおき稽
古

室内用運動靴、運動で
きる服装、タオル、飲料
水

20人 無　料 9/25

温もりを伝える
絵手紙講座

10月7日～12月2日（10月21日を除く毎週
水曜日・全8回）　午後2時30分～4時30分

絵手紙に興味の
ある方

筆の持ち方、線の練習、野菜・果物・花を描
く、年賀状づくりなど

上履き、新聞紙（下敷き
用）、紙コップ（筆洗い
用）、ポケットティッシ
ュ、小皿（墨用）

20人 1,300円 9/28

初級者のための
パソコン講座

10月15日～12月3日（毎週木曜日・全8回）
午後5時30分～7時30分

パソコンの基本
的な操作を身に
つけたい方

パソコンの基本操作､キーボード練習、お
絵かきソフト、文書作成、名刺づくり、年
賀状づくりなど

上履き、筆記用具 20人 無　料 10/5

中川小学校 楽しい気功・太極拳 9月4日～10月23日（毎週金曜日・全8回）　
午後7時～9時

気功や太極拳に
興味のある方

人体の健康､気功と健康の関係、気功、太
極拳、部分稽古､稽古の具体的な効用など

室内用運動靴、軽装（ト
レーナー上下など）、飲
料水

20人 無　料 8/27

八條北小学校 初級者のための
楽しいパソコン教室

11月5日～12月10日（毎週木曜日・全6回）
午後5時30分～7時30分 小学生以上 パソコンの基本操作、文字の入力、自己紹

介カード・年賀状づくりなど
上履き、筆記用具、
USBメモリー　 15人 無　料 10/28

大瀬小学校

初級パソコン講座 10月7日～11月25日（10月14日を除く毎週
水曜日・全7回）　午後6時～8時

パソコンの基本
的な操作を身に
つけたい方

パソコンの基本操作、簡単な文章の入力、
オリジナル名刺づくり、各種カードづく
り、表計算の基礎、年賀状づくり

上履き、筆記用具、
USBメモリー　 20人 無　料 9/28

和太鼓講座 10月7日～11月25日（10月14日を除く毎週
水曜日・全7回）　午後6時～8時

和太鼓に興味の
ある方

「基本の打ち方」、｢ぶち合わせ太鼓｣グル
ープによる打ち方、発表会の練習、発表会

室内用運動靴、運動が
できる服装 20人 無　料 9/28

コーラス講座 10月7日～11月25日（10月14日を除く毎週
水曜日・全7回）　午後6時～8時

コーラスに興味
のある方

発声練習､練習曲メロディーの学習､パー
トごとの練習、合唱練習 上履き、筆記用具 30人 無　料 9/28

大原小学校

初心者のための
パソコン講座

（短期集中コース）

9月9日～30日（9月21日・23日を除く毎週
月・水・金曜日・全8回）　午後6時～8時

パソコンの基本
的な操作を身に
つけたい方

パソコンの基本操作、文字の入力、名刺・
年賀状づくりなど

上履き、筆記用具、ある
方はUSBメモリー・デ
ジタルカメラ

20人 無　料 8/31

楽しもう！
軽スポーツ講座

10月26日～11月26日（11月12日を除く毎
週月・木曜日・全8回）　午後6時～8時

2時間程度の軽
い運動をしたい
方

バドミントン、卓球、さいかつぼーるなど
室内用運動靴、運動が
できる服装､タオル、飲
料水

20人 無　料 10/13

柳之宮小学校 パソコン講座
（初級編）

9月10日～11月19日（10月22日・29日、11月
12日を除く毎週木曜日・全8回）　午後6時 
～8時

パソコンの基本
的な操作を身に
つけたい方

パソコン操作の基本、文字入力、デジタル
カメラ活用、自己紹介カード・名刺・年賀
状・カレンダー・作品展作品づくり

上履き、筆記用具、
USBメモリー　 10人 無　料 8/31

八潮中学校

軽スポーツ講座 10月23日～12月18日（11月27日を除く毎
週金曜日・全8回）　午後7時～9時

2時間程度の軽
い運動をしたい
方

バドミントン、卓球、さいかつぼーるなど
室内用運動靴､運動が
できる服装､タオル、飲
料水

20人 無　料 10/13

イギリス英会話
講座

9月26日～11月28日（10月24日、11月21日
を除く毎週土曜日・全8回） 　午後2時～4
時

イギリス英会話
に興味のある方

ペアやグループ対話を通じ、異文化と国
際理解などを学ぶ（英会話のレベルは中
学生レベル）

上履き、筆記用具 15人 無　料 9/17

大原中学校

マジック講座 8月27日～10月22日 （10月1日を除く毎週
木曜日・全8回）　午後6時45分～8時45分

マジックに興味
のある方

トランプと身の回りにある物を使ったマ
ジック、トランプとロープマジック 上履き、トランプ 10人 無　料 8/18

はじめての論語 11月7日～12月5日（毎週土曜日・全5回）　
午前9時～11時 小学生以上 「はじめてであう論語」をテキストとして

使用、論語の朗読・考察
上履き、筆記用具、使用
テキスト 20人

1,500円
（テキス
ト代）

10/30

八條中学校

簡単おもてなし
料理教室

9月4日～25日（毎週金曜日・全4回）　午後
2時～4時

親子または個人
参加

飾り巻きずし、ベジタブルドライカレー、
ナン、春巻ピラフ、芝漬け、和え物、ビーン
ズサラダ、ジャーサラダ、すまし汁、蒸し
ガトーショコラなど

上履き、筆記用具、エプ
ロン、三角巾、ふきん、
持ち帰り用容器

16人
2,000円
（親子で
4,000円）

8/27

中級
折り紙教室

10月3日・17日・31日、11月7日・28日、12月
12日、平成28年1月16日・23日（各土曜日・
全8回）　午後2時～4時

折り紙に興味の
ある方

ツバキの花、ハートのポプリ、フラワーデ
コレーション、変わり鶴、干支（申）、和紙
人形、立体ボール、ベビーシューズなど

上履き、筆記用具、ハサ
ミ、のり、定規 20人

1回400円
～1,000円
毎回徴収

9/25

潮止中学校

楽しい書道（漢字）
－初心者から経験者ま

で－

9月3日～10月22日（毎週木曜日・全8回）
午前10時～正午

書道に興味のあ
る方

筆の持ち方、基本の説明、自分の名前・漢
字（楷書・行書）を書く、祝儀袋に書く

上履き、すずりまたは
小びん、小筆、大筆、下
敷き、墨（墨汁）

20人 1,500円 8/25

ソフト樹脂粘土で
つくるギフト＆
インテリア小物

9月3日～10月22日（毎週木曜日・全8回）
午後1時～3時

小物づくりに興
味のある方

思ったより簡単に出来る、すてきな作品
づくり。バラの花やインテリア小物を作
る。作品展用作品づくり

上履き、古タオル、食品
用ラップフィルム、木
工用ボンド、浅い空箱
（作った花を入れる）

18人 3,000円 8/25

すてきな
かな書道で書く
俳句と百人一首

10月29日～12月17日（毎週木曜日・全8回）
午前10時～正午

書道に興味のあ
る方

筆の持ち方、基本の説明、自分の名前を書
く、かなを書く（俳句・百人一首）、作品づ
くり

上履き、すずりまたは
小びん、小筆、下敷き、
墨（墨汁）

20人 1,500円 10/20


