
令和３年度　笠間市立公民館

かさま志民大学
受講生
募集

後期

〈募集期間〉2021 年９月 2日（木） ～ 9 月 23日（木･祝）

歴史・文化コース

内　容

① 郷土史教室
岩間の歴史について一緒に学びませんか？

１回目「難台城合戦」難台落城記を読む
２回目「岩間の平地林」林をめぐる人々の変化
３回目「

てんぐついとうあほだらきょう

天狗追悼阿呆咜羅経」天狗党の活動を揶揄
して書いた

あほだらきょう

阿呆咜羅経（お経風のもの）

教材費受講料
定　員

期　日
時　間

講　師

内　容

② 歴史紀行2021
～日本100名城を往く・完結編～

梅原　守
10/19 （火）・11/16 （火）・12/ ７ （火）
10：00～11：30
各回300円 なし

30名

笠間公民館会場
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講師自ら足を運んできた、日本全国100名城の歴史
や風景、城めぐりの楽しさと魅力を探ります。城め
ぐりが難しいご時世ですが、旅気分を味わいながら
学びましょう。

かさま志民大学は、持続可能な開発目標（SDGs）を推進しています。

国連のSDGs（持続可能な開発目標）とは？

SDGsは2015年に国連で採択された持続可能でよりよい世界を目
指す国際目標です。17の目標があり、地球上の「誰一人取り残さ
ない」ことを誓っています。わたしたち一人一人の小さな行動
が、目標達成にはとても重要なことです。

令和３年度　笠間市立公民館

かさま志民大学

教材費受講料
時　間
期　日

定　員

講　師 岩間歴史懇話会
10/12 （火）・11/ 9 （火）・12/14 （火）

20名
各回300円 なし
10：00～11：30

岩間公民館会場

かさま志民大学には
　①歴史・文化コース　②自然・環境コース　③暮らし・健康コース　④楽しく習うコース　
　⑤子育て応援コース　があります。その中には、無料で聴講できる「オープンカレッジ」もあります。
　希望する講座にお申し込みください（複数受講も可）。

　※オープンカレッジとは専門的な知識が学べる無料の公開講座のことです。

新型コロナウイルス感染の状況によっては、開催の中止や内容が変更となる場合があります。



毎日の暮らしの中で欠かせない「食」。今、話題の大豆食品である「大豆ミート」や､家計や地球に優しく食品を無駄にしない　
「食品ロスの削減」について学びます。

子どもたちにより良い環境、地球を残していくには・・・。
地球の資源を無駄にしない、壊さないために、私たちがいまできることを学び、実践していきましょう。

自然・環境コース

暮らし・健康コース

③

⑤

広げようエコの心
～お家でできる脱炭素・省エネのコツ～

間伐材が変身！
～親子でランプシェード作り～

楽しく学ぶジオパーク
～身近なジオパークの魅力を知ろう～

⑥

かさま志民オンライン講座
QRコード

もったいないを減らせるワザ！
～家庭でできる食品ロス削減～

大豆ミート
～新しい大豆の世界～

私たちが環境のためにできることとは？食品の調達や、
下ごしらえ、調理などを工夫して、食品ロス削減の方法を
学びましょう。簡単にできるエコレシピの紹介もありま
す。オンライン配信のため、好きな時間に視聴できます！

新健康食材って何？大豆の新しい形、大豆ミートとは？
体の中から健康になりましょう！

・新しい大豆食品（伝統食品から代替肉へ）の市場について
・大豆の素晴らしさ
・大豆ミートとは（お肉のような大豆食品）
・大豆ミートの調理例

茨城大学　教育学部　准教授　石島　恵美子
10月中旬頃にオンラインにて配信予定。
下記QRコードを読み取り視聴してください。

④

筑波山地域ジオパークについて学んで身近に感じてみ
ましょう！

１回目　地形を見る目を磨こう！
２回目　笠間の風景からジオを学ぶ
３回目　愛宕山周辺（現地集合）

生活の中で、どのくらいCO₂が排出され、私たちにど
のような影響があるか知っていますか？天気の急変をも
たらす雲はどうやってでき、災害にどう対応したら良い
か、気象予報士・防災士の資格を持つ講師が、実験をし
ながら分かりやすく解説します。

森林保全活動をしながら、間伐材を地域資源として活用
する取り組みをしている講師のチェーンソーアートの実
演と、親子で間伐材を使ったモダンな竹のランプシェー
ドを作ってみましょう。

オンライン講座とは、インターネット
を使用して学ぶことができる講座です。
さまざまな学習情報を笠間チャンネル
で配信しています。定期的に新たな動
画を公開していますので、ＱＲコード
を読み取り、受講してください。

スマホ・パソコンでいつでも！どこでも！好きな時に！
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かさま志民オンライン講座はこちら

かさま志民オンライン講座

かさま志民大学

岩間公民館会場

オンライン
配信

内　容内　容

元筑波大学 助教授　池田　宏　ほか

10/22 （金）・11/19 （金）・11/30 （火）

各回300円

1･2 回目 10：00～11：30
 3  回目 9：30～11 : 30（予定）　　　　

20名

教材費 なし 岩間公民館会場受講料

時　間

期　日

講　師

定　員

茨城県地球温暖化防止活動推進員　　岸　倫男

12/ 3 （金）

10：00～11：30 20名

笠間公民館会場

時　間

期　日

講　師

定　員

内　容

不二製油株式会社

11/11 （木）

10：00～11：30 20名時　間

期　日

講　師

定　員

配信日

講　師

内　容

内　容

海老原　丈夫（チェーンソーアーティスト）　

11/ 28 （日）

小学生と保護者10組

300円 1,800円

時　間  9：00～12：00

岩間体験学習館会場

定　員

期　日

講　師

受講料 教材費

オープン
カレッジ

オープン
カレッジ

笠間市
がんばる企業

※視聴のための通信料は自己負担になります。受講申し込みは不要です。



豊かで充実した毎日を過ごすため、公民館で楽しい学びを体験しませんか？
自分を活かし、輝いて生きるための知識やスキルの向上、生きがいづくりを目指して楽しく学習しましょう。

楽しく習うコース

⑦

「書は人なり」という言葉があるように、「書」には書
いた人の内面が無意識に表れます。書き癖を知り、気付
かなかった自分の性格を発見したり、相手の心理を知る
ことで、日々のコミュニケーションに役立ててみません
か？

⑧初心者のためのタブレット活用術
～指先を使って Let’s脳トレ～

「文字」と「こころ」
～文字に表れる心理～

デジタル社会を楽しむために、基本操作を学び、シニア
ライフを便利で豊かにしませんか？

１回目：タブレットとは何か？タブレットの使い方
２回目：前回の復習。タブレットを使った脳トレ方法など
※1人1台、教材用のタブレットをお貸しいたします。
　タブレットをお持ちでない方も参加可能です。

⑨ 伝統的なしめ縄つくり

米を収穫し終えたワラを用い、その年の実りに感謝し、
翌年の豊作を祈って「ごぼう締め」のしめ縄を編んでみ
ませんか？

親子のコミュニケーションやきずなを深めることを目的とします。令和 2年度からプログラミング教育が小学校で必修化されま
した。苦手意識のある方も、楽しくみんなでプログラミングについて学びましょう。

子育て応援コース
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かさま志民大学

内　容 内　容

ソフトバンク㈱

11/12 （金）・11/26 （金）

各回300円 なし

13：30～15：30 定　員 10名

笠間公民館会場受講料

期　日

講　師

教材費

時　間

内　容

山田　昇

11/27 （土）

200円

9：30～11：30

受講料 300円
岩間公民館会場

教材費

期　日

講　師

時　間

10/ 7 （木）

300円 なし

10：00～11：30 定　員 15名

定　員 20名

友部公民館会場受講料

期　日

講　師

教材費

時　間

野上　美代子（筆跡診断士）

３wayで楽しめるドライフラワー

クリスマスリース、正月飾りとして玄関を彩り、最後に
通年飾れるスワッグとして、１つで３パターン楽しめる
ドライフラワーのお飾りを作りましょう。
※スワッグとは、ドイツ語で「壁飾り」という意味です。

内　容

小泉　涼介　グリーンアドバイザー（結いのはな）

12/ 7 （火）

300円 3,000円

9：30～11：30 定　員 15名

友部公民館会場
受講料

期　日

講　師

教材費

時　間

笠間公民館会場

内　容

⑩

家族でプログラミング体験
～タブレットでオリジナルアプリを作ろう！！～

プログラミング学習アプリを使用して、プログラミング
とは何か、アプリの作り方について保護者と一緒に学
びましょう。小学校でプログラミングが必修化となり
ました。保護者もこの機会に、プログラミングを学ん
ではいかがでしょうか？
※1組1台、教材用のタブレットをお貸しいたします。
　タブレットをお持ちでない方も参加可能です　

ソフトバンク㈱

12/ 5 （日）

300円 なし

13:30～15:30 定　員 小学生と保護者10組

受講料

期　日

講　師

教材費

時　間

⑪



募 集 要 項
〈応募期限〉令和３年９月２３日（木・祝）午後５時１５分　必着    

※郵便の場合も 応募期限日が必着です。
※定員に達していない講座については、随時受け付けますのでお問い合わせください。

※FAXの場合は、送信後に必ず受信確認の電話を
　お願いします。

〈問い合せ先〉

〈受付時間〉
午前8時30分～午後5時15分（月曜日休館）

〈応募資格〉
市内在住・在勤・在学の方

〈申し込み方法〉
最寄りの公民館窓口、または次の必要事項を
明記してメール・FAX・いばらき電子申請・
届出サービスでお申し込みください。

〈受講者の決定〉

〈受講料〉

〈教材費等〉

〈その他〉

〒309-1613 笠間市石井2068番地1 0296-72-2100

0296-72-2103kasakomin@city.kasama.lg.jp

〒309-1737 笠間市中央三丁目3番6号 0296-77-7533

0296-78-3278tomokomin@city.kasama.lg.jp

〒319-0294 笠間市下郷5140番地 0299-45-2080

0299-45-7612iwakomin@city.kasama.lg.jp

○オープンカレッジは無料。
　それ以外の講座は1回につき300円
 （１回ごとの納入になります）

○教材費・移動学習などに要する費用は、別途自
己負担となります。
　各講座の教材費をご確認ください。
○キャンセルおよび欠席については、教材費をご
負担いただく場合がありますので、ご了承くだ
さい。

いばらき電子申請・届出サービス
QRコード ○天候や新型コロナウイルス感染拡大、その他の

事情により開催が中止、または内容が変更になる
場合があります。
○受講は申込者ご本人のみとさせていただきます。
○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。
○広報紙やホームページ等に写真を掲載する場合
があります。あらかじめご了承のうえお申し込み
ください。

かさま志民大学講座の申込み

笠間公民館

友部公民館

岩間公民館

メール

メール

メール

TEL

FAX

TEL

FAX

TEL

FAX

※申し込みの際に提出された個人情報は、受講者への連絡、案内書の送付など講座運営のため必要とする場合に使用します。
 また、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合は、必要に応じて保健所等の公的機関へ個人情報が提供される可
能性があります。予めご了承ください。
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定員を超えた場合は抽選となります。
結果は、10月上旬頃にお申し込みの方全員
に通知いたします。

募 集 要 項

コロナウイルス感染拡大予防のため、ご家庭での体調管
理・マスク着用等の咳エチケット・手洗い等の感染予防
対策にご協力をお願いいたします。

咳エチケット 手洗い 密集回避 密室回避 密接回避 換気

①受講希望講座名
②氏名（ふりがな）
※親子で参加の講座は、
　保護者の氏名を記載
　してください。

③郵便番号
④住所
⑤電話番号
  （日中のご連絡先）


