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№ 講座名 定　員 講　師 開講日 曜日・時間 内　　　容 受講料
（1回100円）

1 笠間市の歴史の
　　　初心者向き講座 30名 小室　昭 6月22日（金）

金曜日
9：30～11：30
移動学習は

8：30～16：00

これから笠間市の歴史の概要を学びたいと思っている方々ご一
緒にいかがですか。
第1回		 6/22（金）笠間市の概況と原始古代　
第2回		 7/27（金）笠間の中世
第3回		 8/24（金）笠間の近世
第4回		 9/28（金）笠間の近代
第5回	10/26（金）笠間城下を歩く（移動学習）　
第6回	11/30（金）笠間の現代とまとめ

600円
教材費等実費

2 尊王の儒学者
加藤桜老とその時代 30名 複数講師 6月6日（水）

水曜日
9：30～11：30
移動学習は

8：30～16：00

加藤桜老をたずねて・・・生誕200年記念展を機に学びましょう。
第1回		 6/6（水）桜老誕生、加藤家を相続、時習館の創設
第2回		 7/4（水）会沢正志齋、藤田東湖、佐藤一齋、結婚
第3回		 9/5（水）藩政改革、天保の大飢饉、専制政治、寅年の騒動
第4回	10/3（水）笠間小学校、玄勝院、月崇寺、鳳代院見学（移動学習）
第5回	11/7（水）出仕拒否、十三山、建物、来訪者、高杉晋作、時習館記
第6回	12/5（水）公家、志士と交流、幕末の騒擾、教育の提唱、官職、神職、出版
第7回		 1/9（水）論著、碑文他
第8回		 2/6（水）掛軸、碑文

800円
教材費等実費

3 からだに優しく
のびのび体操教室 30名 スポーツ推進委員

小池　幸子 6月5日（火）

火曜日
9：30～11：30
移動学習は

8：30～16：00

体力にあったストレッチ体操を仲間と一緒に励まし合いながら
やりましょう。
第1回		 6/5（火）始めまして！こんにちは
第2回		 7/3（火）汗ばむけれどがんばりましょう
第3回		 9/4（火）移動教室
第4回	10/2（火）食欲、スポーツの秋がんばれるね!
第5回	11/6（火）冬に向けての体力づくり
第6回	12/4（火）まとめ

600円
教材費等実費

4 サタデーまなBe～
対象：小学生 30名 複数講師 6月16日（土）

土曜日
9：30～11：30
移動学習は

8：30～16：00

体験学習を通しての友達作りの講座です。
第1回		 6/16（土）開級式で自己紹介、バルーンアートを作って遊ぼう
第2回		 7/14（土）お茶でお作法を身につけよう
第3回		 9/15（土）木の実を探して（移動学習）
第4回	10/	 6（土）ソーセージ作り体験（移動学習）
第5回	11/10（土）おもしろ理科先生
第6回	12/22（土）クリスマスリースづくり

600円
教材費等実費

5 よかっぺ教室 30名 複数講師 6月14日（木）

水・木曜日
9：30～11：30
移動学習は

8：30～16：00

自分の物を講座で習得し、次は誰かへプレゼントしてみてはいかがです
か？（オリジナル製作でセンスアップ）
第1回		 6/14（木）布草履の室内履きで足元もさわやかに（前期）
第2回		 7/12（木）布草履の室内履きで足元もさわやかに（後期）
第3回		 9/	 5（水）一人で飲むティータイムのお伴マイカップ作り（前期）
第4回	10/24（水）紙すき体験（移動学習）
第5回	11/14（水）一人で飲むティータイムのお伴マイプレート作り（後期）
第6回	12/20（木）来客を心温かく迎えてくれる玄関の飾り花作り

600円
教材費等実費

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。

●笠間公民館●
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6 着付け教室 15名 岩下　由紀子 6月15日（金） 金曜日
14：00～16：00

『いやだぁー』何の声？たんすから聞こえてきます。肥やしにし
ていませんか？
あなたの着物たちを・・一緒に着ましょう。　　
第1回		 6/15（金）浴衣・半巾帯の着付け習得
第2回		 7/20（金）小紋〈単衣可〉・半巾・名古屋帯の着つけ習得
第3回		 8/10（金）訪問着・袋帯の着付け習得
第4回		 9/21（金）復習
第5回	10/19（金）復習
第6回	11/16（金）まとめ

600円
教材費等実費

7 高齢者向き
リハビリ体操教室 30名 シルバーリハビリ体操

指導士会　笠間支部 6月20日（水） 水曜日
10：00～11：30

膝・肩等の関節に痛みがある高齢者のかた、ご一緒に体操しな
がら痛み等を和らげていきませんか？
第1回		 6/20（水）開講式　自己紹介「痛いところを教えて」
第2回		 7/18（水）お話しながら、リハビリ体操
第3回		 9/19（水）皆さんと一緒にリハビリ体操
第4回	10/17（水）ゆっくり自分に合わせたリハビリ体操
第5回	11/21（水）みんなで楽しんでリハビリ体操
第6回	12/19（水）今年最後がんばろうリハビリ体操
第7回		 1/16（水）明けましておめでとうございます。
第8回		 2/20（水）寒さに負けずリハビリ体操
第9回		 3/20（水）閉講式　まとめ

900円
教材費等実費

8 デジタルカメラ講座 30名 稲田　浩男 6月12日（火） 火曜日
10：00～11：30

お持ちのデジタルカメラでシャッターチャンスや場所選択等を
習得し、ご自身のアルバム製作しませんか？
第1回		 6/12（火）	デジタルカメラの特徴を知り、撮影上の基

本的ポイントを学ぶ
第2回		 7/10（火）街角散策しながら、プチ撮影会
第3回		 9/11（火）撮影した写真の検証
第4回	10/	 9（火）県外撮影（移動学習）
第5回	11/20（火）撮影した写真の検証
第6回	12/11（火）まとめ

600円
教材費等実費

9 ミニチュアガーデン教室 30名 安藤　和代 6月7日（木） 木曜日
9：30～11：30

お庭がなくてもできるガーディニング講座です。
第1回		 6/	 7（木）寄せ植え・春・モダン・空間作り　
第2回		 7/	 5（木）こけ玉作り
第3回		 8/	 2（木）ミニチュアガーデン（ハーブ類）
第4回		 9/	 6（木）秋の和モダン寄植え

400円
教材費等実費

10 料理教室 16名 飯塚　幸子 8月21日（火） 火曜日
9：30～12：00

簡単・豪華・安いの三拍子で家庭円満・お腹満腹・心安心にな
れる講座です。
第1回		 8/21（火）ゴーヤ料理
第2回	10/16（火）家族でお出かけ弁当料理
第3回	12/18（火）パーティー料理

300円
教材費等実費

11 木彫り教室 15名 長山　和子 9月14日（金） 金曜日
9：30～11：30

何に使ってもいいね。あったかーいね。
第1回		 9/14（金）図案を写して彫る
第2回	11/16（金）彫り仕上げ

200円
教材費等実費

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。
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12 かごづくり講座 30名 山口　真由 7月24日（火）
※後日募集

火曜日
9：00～12：00 「ペン立て・小物入れなど」 100円

教材費等実費

13 茶の湯
「とっぴんしゃん講座」 30名 表千家

原田　勝子
11月9日（金）
※後日募集

金曜日
9：30～11：30

11月は炉を開き、茶壷の口を切り、
新しいお茶を味わいます。茶壷に追われて・・・
お菓子は？

100円
教材費等実費

14 ビーズ編み講座 30名 羽方　史絵 12月14日（金）
※後日募集

金曜日
9：30～11：30

ビーズでキーホルダー等をつくる講座です。「ながぐつ・サン
タクロースなど」

100円
教材費等実費

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。

●友部公民館●

№ 講座名 定　員 講　師 開講日 曜日・時間 内　　　容 受講料
（1回100円）

1 郷土の歴史を学ぶA 30名 南　秀利 6月5日（火）

火曜日
第1回は午前9時30分～
＊	移動学習の時間はその都
度お知らせします。

笠間の郷土史ゆかりの地を歩きながら学ぶ講座です。
第1回		 6/	 5（火）笠間の民話・昔話を聴く（講義）　
第2回		 7/	 3（火）民話の地を歩く（移動学習）　
第3回		 8/21（火）両国界隈の散策とスカイツリー見学（移動学習）
第4回	11/13（火）足利学校・ばんな寺・長林寺を歩く（移動学習）
第5回	12/	 4（火）湯島聖堂・ニコライ堂・水戸藩邸小石川後楽園（移動学習）
第6回		 2/	 5（火）偕楽園・弘道館・彰考館跡・水戸城跡を歩く（移動学習）

600円
教材費等実費

2 郷土の歴史を学ぶB 30名 南　秀利 6月5日（火）

火・金曜日
第1回は午前9時30分～
＊	移動学習の時間はその都
度お知らせします。

笠間の郷土史ゆかりの地を歩きながら学ぶ講座です。
第1回		 6/	 5（火）笠間の民話・昔話を聴く（講義）　
第2回		 7/13（金）民話の地を歩く（移動学習）　　　　
第3回		 9/14（金）小田城跡・平沢官衙跡を歩く（移動学習）
第4回	11/	 9（金）	蔵の街　栃木市の史跡めぐり　大平山・山本有三文

学館・蔵（移動学習）　　
第5回	12/14（金）平将門の跡を訪ねる（移動学習）　　
第6回		 2/	 8（金）真壁の国登録文化財とひな祭りを歩く（移動学習）

600円
教材費等実費

3 母と子の教室
対象：1歳6ヶ月～就園前 20組

日本レクリエーショ
ン協会
インストラクター
井上ひろ子・
益子尚子

6月6日（水） 水曜日
10：00～11：30

親子でリズム遊びや製作などを楽しむ講座です。
第1回		 6/	 6（水）始めまして！こんにちは
第2回		 7/	 4（水）作って遊ぼう
第3回		 9/	 5（水）楽しくリズム
第4回	10/	 3（水）初めての運動会
第5回	11/	 7（水）何ができるかな？
第6回	12/	 5（水）クリスマス飾りを作ろう

600円
教材費等実費

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。
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4 まなBe～わんぱく
対象：小学生 30名 複数講師 6月16日（土）

土曜日
9：30～11：30

＊	移動学習の時間はその都
度お知らせします。

体験学習を通しての友達作りの講座です。
第1回		 6/16（土）チャレンジランキングゲーム
第2回		 7/21（土）ねんどでスイーツ!!ケーキの貯金箱をつくろう
第3回		 9/15（土）消防署へ行ってみよう！（見学・体験）
第4回	10/20（土）お楽しみ！わくわく・ドキドキ体験（移動学習）
第5回	11/17（土）チョコを使ったお菓子作りにチャレンジ♥
第6回	12/15（土）おもしろ理科先生

600円
教材費等実費

5 ピラティスで変わる！ 20名 健康運動指導士
鴻田　良江 6月7日（木） 木曜日

10：00～11：30

呼吸法を取り入れながら、ピラティスでインナーマッスルを
使っていきます。
また、ストレッチングでカラダをほぐしていきましょう。
第1回　6/		7（木）・第2回　6/21（木）・第3回　7/		5（木）
第4回　7/19（木）・第5回　8/		9（木）・第6回　8/23（木）

600円
教材費等実費

6 楽しいハンドメイド教室 30名 複数講師 6月15日（金）

金曜日
9：30～11：30

＊	移動学習の時間はその都
度お知らせします。

自分だけのオリジナル作品を作る講座です。
第1回　6/15（金）パワーストーンのアクセサリー作り
第2回　7/20（金）簡単にできるステンドグラス“グラスアート”
第3回　9/21（金）織物体験“コースター作り”（移動学習）

300円
教材費等実費

7 はな・花・華・グリーン講座 30名 水田　幸子 10月11日（木） 木曜日
※後日募集

季節のイベントを花でグレードアップ！
第1回	10/11（木）ハロウィンアレンジメント
第2回	12/	 6（木）クリスマスアレンジメント
第3回		 2/14（木）バレンタインアレンジメント

300円
教材費等実費

8 大人の社会見学
～行って・見て･聞いて～ 30名 6月29日（金） 金・土曜日

8時30分～

子供の頃に体験したなつかしい社会見学に行ってみましょう。
第1回		 6/29（金）東京証券取引所見学（移動学習）
第2回		 8/18（土）都市型水害体験とスカイツリー見学（移動学習）

200円
教材費等実費

9 かさまエンジョイウォーク 30名 県環境アドバイザー
安見　珠子 7月11日（水） 水曜日

9：00～16：00

植物観察をしながらウォーキングをする講座です。
第1回		 7/11（水）鹿島神宮と水郷県民の森
第2回	11/14（水）花園神社・七ツ滝

200円
教材費等実費

10 あなたも詠ってみよう 30名 小泉　桄代 6月12日（火） 火曜日
10：00～12：00

初めての方でも気軽に参加できるやさしい短歌講座です。日常
に感じた様々な想いを自由に楽しく詠んでみませんか？きっと
短歌はあなたの人生の良いお友達となるでしょう。
第1回		 6/12（火）身近な短歌
第2回		 7/10（火）まず詠ってみよう（Ⅰ）
第3回		 9/11（火）まず詠ってみよう（Ⅱ）
第4回	10/	 9（火）題詠の楽しみ
第5回	11/20（火）歌会をしてみよう
第6回	12/11（火）もっと親しみたい

600円
教材費等実費

11 短期講座
スイーツ・スイーツ 各15名 伊藤　修二

根本　高行
		6月20日（水）　　※後日募集
11月28日（水）　　　　〃　　 プロの職人からお菓子作りを学びます。 各100円

教材費等実費

12
短期講座
親子チャレンジ教室
対象：小学生の親子

各15組 		8月11日（土）　　※後日募集
		2月		2日（土）　　　　〃　　 親子で楽しく体験学習をする講座です。 各100円

教材費等実費

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。



6

●岩間公民館●
№ 講座名 定　員 講　師 開講日 曜日・時間 内　　容 受講料

（1回100円）

1 茨城の歴史探訪 30名 郷土史クラブ 6月13日（水）

水曜日
10：00～11：30
移動学習は

9：00～16：00

郷土の歴史、史跡、文化財について学びます。
第1回		 6/13（水）古河公方跡と古河の文化財（移動学習）
第2回		 9/12（水）浄蓮寺・渓谷～あかね平と花園神社（移動学習）
第3回	10/10（水）太平洋戦争下の岩間（講義）
第4回		 1/	 9（水）古事記の世界と出雲大社（講義）

400円
教材費等実費

2 郷土史教室 30名 岩間歴史懇話会 6月12日（火）

火曜日
10：00～11：30
移動学習は

9：00～16：00

郷土の歴史、史跡、文化財について学びます。
第1回		 6/12（火）岩間の文籍（講義）
第2回		 9/25（火）流山・守谷における一茶（移動学習）
第3回	10/	 2（火）岩間の水とくらし（講義）
第4回	11/27（火）親鸞の足跡（移動学習）

400円
教材費等実費

3 まなＢｅ～土曜塾
対象：小学生 30名 複数講師 6月2日（土）

土曜日
10：00～11：30
移動学習は

9：00～16：00

体験学習を通して、仲間づくりや行動力をはぐくむことを目的
としています。
第1回		 6/	 2（土）チャレンジ！ゲーム
第2回		 7/	 7（土）	不思議！サイエンスショー＆天球劇場プラ

ネタリウム（移動学習）
第3回		 9/	 1（土）おもしろ理科先生！電気パンをつくろう！
第4回	10/	 6（土）霞ヶ浦環境科学センター（移動教室）
第5回	11/10（土）陶芸教室
第6回	12/	 1（土）まゆ玉工作

600円
教材費等実費

4 消しゴムはんこで
おもしろ絵手紙 20名

日本絵手紙協会公認
講師
室谷　亜紀子

6月19日（火） 火曜日
9：30～11：30

消しゴムを彫って、心あたたまる楽しい絵手紙を作りましょう。
おくって喜ばれる、消しゴムはんこのカード作りです。
第1回		 6/19（火）はんこの基本・名前一文印
第2回		 7/17（火）白文印と赤文印の違いについて・うずまき印
第3回		 9/18（火）絵をデザインして彫る・ふうせん
第4回	11/20（火）年賀状
第5回	12/18（火）クリスマスカード・祝い袋
第6回		 1/15（火）布に押す・エコバッグ

600円
教材費等実費

5 かんたん！
キックでシェイプ 20名 インストラクター

沼尻　喜代子 6月21日（木） 木曜日
14：00～15：10

キックボクシングの動きを取り入れた、はじめての方にもかん
たんなエアロビクスの講座です。シェイプアップやストレス解
消に効果的。県内の数々のスポーツ施設でインストラクターを
つとめる人気の講師が、初心者の方にもわかりやすく指導しま
す。
第1回　		6/21（木）・第2回　		7/		5（木）
第3回　		9/		6（木）・第4回　10/		4（木）
第5回　11/29（木）・第6回　12/20（木）
第7回　		1/17（木）　第8回　		2/21（木）

800円
教材費等実費

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。
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6 香道体験教室 20名
志野流松隠会
笠間支部長
塙　菊枝

6月5日（火） 火曜日
9：30～11：30

香木を焚いて香を楽しむ香道は、茶道・華道・能などとともに
室町時代に誕生した日本古来の芸道です。香道志野流の基礎知
識や作法・聞き方を学びながら、優雅なひとときを過ごしましょ
う。初心者の方にもわかりやすく指導します。
第1回	6/5（火）香道の基礎知識、香炉の扱い方　等　
第2回	7/3（火）香道体験（立礼）　　
第3回	8/7（火）香道体験（立礼）
第4回	9/4（火）香道体験
　※立礼…いすに座って香を聞く作法です。

400円
教材費等実費

7 里山ハイキング 30名 野田　洋平
田畑　由紀子 6月14日（木）

木曜日
10：00～12：00
移動学習は

9：00～16：00

茨城県内には多くの里山があります。その紹介や歩き方を学び
ます。実際に里山を歩きながら自然にふれる講座です。地元の
人々が愛し、育ててきた道や山の良さを皆さんも体験してみま
せんか?
第1回		 6/14（木）里山とウォーキングについて（講義）
第2回		 7/19（木）薄葉沢から生田沢【常陸太田市】（移動学習）
第3回		 9/20（木）	里美野外活動センター・若駒山【常陸太田市】

（移動学習）
第4回	10/18（木）宝篋山【つくば市】（移動学習）
第5回	11/15（木）朝日峠から浅間山【土浦市】（移動学習）

500円
教材費等実費

8 短期講座
キムチづくり教室 20名 キムチ工房かわさき

河崎　明愛
11月28日（水）
※後日募集

本場のキムチの作り方を基礎から学びます。体にいい発酵食品
を手作りして、毎日の生活に取り入れてみては？

100円
教材費等実費

9 短期講座
玄関飾りづくり 25名 田口　英一

山田　曻
12月23日（日）
※後日募集

「玄関飾り」の作り方を学びます。自作の玄関飾りを飾って新年
を迎えましょう。

100円
教材費等実費

●笠間・友部・岩間公民館共通による講座●
№ 講　座　名　 定 員 講　　師 開 講 日 内　　　　容 受 講 料

1 パソコン教室 各20名 水戸生涯学習センター
講師

6月～2月
※後日募集

年10回【2日間で1コース】
入門､ ワード、エクセル、基礎、デジカメなどを学びます。

1コース1,000円
教材費等実費

2 サマースクール
対象：『小学1年生～6年生』 各30名～ 複数講師 7月～8月

※後日募集
夏休み中に学校外ならではの体験を通して、異年齢の友達や地域間との交流
をしながら、仲間づくりをする。

1回100円
教材費等実費

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。

※　移動学習の場合は、20名以上の参加がなければ、実施できませんので、あらかじめご了承ください。
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●3館合同講座●
№ 講　座　名　 定 員 講　　師 開 講 日・場所 内　　　　容 受 講 料

1 懐かしの歌声喫茶 200名
吉川　篤三郎
角田　登
橋本　実

6月10日（日）
友部公民館大ホール

＊	下記、応募要領により5
月10日（木）まで各館で
受付

青春時代の懐かしい歌をみんなで歌って楽しいひとときを過ごしましょう 100円
教材費等実費

〈応 募 期 限〉	 平成24年5月10日（木）必着	
〈応 募 資 格〉	 市内在住・在勤の方
〈申込み方法〉	 A又はBの方法でお申込みください。※電話・FAXによる申込みは受付いたしません。
	 ・A　最寄りの公民館窓口で直接申込みいただく。
	 ・B　ハガキで申込む場合は下記のとおりとなります。（5月10日（木）必着）

【成人対象の講座の申込み】
1人1つの講座につきハガキ1枚で申込み

【子ども対象の講座の申込み】
1人1つの講座につきハガキ1枚で申込み

①受講希望講座名、　②郵便番号・住所、
③氏名（フリガナ）、　④生年月日・年齢、性別、
⑤電話番号　	

①受講希望講座名、　②郵便番号・住所、　③氏名（フリガナ）、
④生年月日・年齢（　　才　　ケ月）、性別	
⑤電話番号、　⑥保護者名、　⑦学校名・学年、　⑧緊急連絡先

〈受 付 時 間〉	 午前9時～午後5時15分（月曜日休館）
〈受講者の決定〉	 定員を超えた場合は抽選となります。お申込みの方全員に決定通知書でお知らせします。
〈受　講　料〉	 ○各講座1回100円　パソコン教室は、1コース1,000円
	 ○初回に各種講座一括納入していただきます。また原則として、納入後の受講料はお返しできませんのでご了承ください。
	 　※受講料のほかにテキスト代・教材費・現地研修などに要する費用等は、別途負担となります。
〈そ　の　他〉	 ○天候及び講師の都合等、やむをえない事情で講座日程及び内容等が変更になることがありますのでご承知ください。
	 ○募集人員に満たない場合は、開講できない場合があります。
	 ○広報等に講座写真を掲載する場合がございますので、ご理解のうえ申込をお願いいたします。
〈問 合 せ 先〉	 笠間公民館　〒309-1613　笠間市石井2068-1　℡0296-72-2100
	 友部公民館　〒309-1737　笠間市中央3-3-6　　℡0296-77-7533
	 岩間公民館　〒319-0294　笠間市下郷5140　　　℡0299-45-2080

※ 申込みに際して提出いただいた個人情報は、受講者への諸連絡及び確認・案内書の送付のほか、講座運営のために必要
とする場合にのみ使用し、受講者本人の承諾なしに、第三者に提供することは決してありません。

募 集 要 項


