
       

       

       

       

     

      ※各講座の写真・イラストはイメージ画像です。 

   

男の料理 ８ 

定員：２０名  講師：林 晃弘 
 
「わかりやすく」「楽しく」将棋を学びます。 
将棋を学ぶことを通じて、集中力や自ら考え
る力を養うことを目指します。 

【時間】13:00～15:00   【受講料】3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館   【資料代】500 円※初回に集めます 

【対象】幼・小学生   【持ち物】筆記用具 

【開催日】土曜日（全１０回） 

     5/16・5/30・6/13・6/27・7/11 

8/1・8/29・9/12・9/26・10/3 

 

定員：１５名  講師：稲川 万規臣 
 
空手について基礎から学びます。 
初心者の方でも安心して参加していただけ
る内容です。 

【時間】18:30～19:30   【受講料】3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館   【教材費】無し 

【対象】幼・小学生             【持ち物】体操のできる服装 

【開催日】木曜日（全１０回）                  

     5/21・6/18・7/16・8/20・9/17 

10/15・11/19・12/17・1/21・2/18 

 ３ キッズ空手教室 ４ 

【時間】10:00～12:00   3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館   2,000 円

【対象】小・中学生    

土曜日（全１０回） 

     5/9・6/13・7/11・8/1・9/12 

10/3・10/31・12/12・1/16・2/13 

定員：１０名  講師：  
 
四季折々の日本の伝統文化にふれ、「お茶を
点てる」「お茶をいただく」作法を学び、実践
します。 ★アレルギー確認が必要です 

飲み物、タオル 

定員：１５名  講師：深貝 里恵 
 
パン作り初心者の方でも安心して参加でき
る内容です。経験者の方も楽しんで作ってい
ただけます。 

【時間】10:00～12:00   1,800 円（６回） 

【場所】中央公民館   1,500 円程/回 

【対象】一般       

木曜日（全６回） ※8月は休講です 

     6/11・7/9・9/10 

          10/8・11/12・12/10 

★アレルギー確認が必要です 

 ７ 

定員：２０名  講師：大場 康子 
 
健康は食事から。 
身近な食材を使って簡単にできる家庭料理
や食材の健康効果について学びます。 

【時間】9:30～11:30       【受講料】2,400 円（８回） 

【場所】中央公民館    【材料代】5,000円※初回に集めます 

【対象】一般       【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具 

【開催日】金曜日（全８回） 

     5/29・6/26・7/31・8/28 

          9/25・10/23・11/13・12/25 

 

★アレルギー確認が必要です 

定員：１５名  講師：川口 寿美子 
 
料理を身近に感じてもらうための料理教室
です。旬の野菜、手軽な材料で手作りのおい
しさを味わいましょう。 

【時間】10:00～12:00  【受講料】2,100 円（７回） 

【場所】中央公民館           【材料代】5,000 円※初回に集めます 

【対象】成人男性    【持ち物】エプロン、ふきん 

【開催日】木曜日（全７回） ※11/6 の教室のみ金曜日に開催します 

     6/4・7/2・8/6・9/3 

10/1・11/6・12/3 

 

楽しく学び、交流できる講座が満載！ 

皆さまのご参加をお待ちしています 
  
受講資格…講座には住所等にかかわらず、どなたでも 

お申込みいただけます 

受 講 料…１講座 300 円／回 一人何コースでも可 

     （講座によっては教材費等をいただくことがあります） 

 

中央公民館事務室にて先着順に受付ます。年間講座申込用紙に 
必要事項を記入し、受講料を添えてお申込みください。 

●月 
より 

８：３０～ 

令和２年３月９日(月)～４月６日(月) 受付 8:30～17:15 火曜日休館 

定員：１５名  講師：森 由美子 
 
季節の花やプリザーブドフラワーを使って、
初心者でも簡単にできるオリジナルのフラ
ワーアレンジを作ります。 

【時間】9:30～11:00         【受講料】2,700 円（９回） 

【場所】中央公民館   【教材費】1,000 円程/回 

【対象】幼・小・中学生～一般 【持ち物】無し 
              ※小学生以下は保護者同伴 

【開催日】土曜日（全９回） ※８月・11 月は休講です 

     5/9・6/13・7/11・9/12・10/24 
          12/12・1/9・2/13・3/13 

 

 １ たのしく叩こう和太鼓 ２ 

定員：１５名  講師：凛花 
 
初めての方でも、楽しく和太鼓を学ぶことが
出来ます。文化祭・打弾フェスティバルへの
出演を目指して練習に励みましょう！ 

【時間】19:00～20:30   【受講料】3,000 円（10 回） 

【場所】生涯学習室   【教材費】バチ代 2,300 円程  

【対象】幼・小・中学生～一般     【持ち物】運動のできる服装、上靴 
              ※小学生以下は保護者同伴 

【開催日】金曜日（全１０回） 

     5/15・6/5・7/3・8/7・9/4 
10/2・10/30・12/4・1/15・2/5 

 

飲み物 

 ５ パン教室 ６ 

パッチワーク ９  10 

定員：２０名  講師：田中 米子 
 

【時間】9:00～11:00       3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館            

【対象】一般      針、糸、はさみ 

木曜日（全１０回） 

     5/28・6/25・7/23・8/27・9/24 

10/22・11/19・12/17・1/28・2/25 

定員：１３名  講師：田中 米子 
 
花の押し方等、基礎的な事から学んで、作品
作りをして頂きます。小物、額等を作成しま
す。 

【時間】9:30～11:30       3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館            

【対象】一般       

金曜日（全１０回）  

     5/8・6/12・7/10・8/21・9/11 

10/2・11/13・12/18・1/8・2/12 

 

 
 

 
 

 8:30～17:15 
休 館 日 火曜日 
 

☏(0584)27-7321 

＼ お申込み および 参加に関する注意事項 ／ 
  ○お申込みは先着順に受付ます。定員になり次第、受付終了とさせていただきます。 

○複数の講座を受講される場合は、講座毎に申込用紙を記入してください。 

※中央公民館にも申込用紙がありますので、不足する場合はお使いください。 

○申込期間以降のキャンセルの場合は、原則として受講料をお返しいたしません。 

○受講申込が 10 名以下の講座は開催しない場合があります。 

（開催しない場合は、中央公民館よりご連絡をして受講料を返金いたします。） 

○教材費等は講師が講座の中で集めます。 

○教材費・開催日時は天候や講師都合等により変更となる場合がございます。 

○講座は受講生以外の方が受講することはできません。 

○お申込みの際の個人情報は、ご連絡、講座運営上の必要な資料作成（名簿等）、 

担当講師への情報提供等に利用させていただきます。 



       

       

       

       

      
 

 
神戸町で講師として活躍してみませんか？ 
神戸町では、知識・経験・才能を活かして、地域で活躍
できる方を随時募集しています！ 
詳細は、町ＨＰをご覧下さい。 

 

       

【年間講座申込用紙】 

講 座 名  

ふ り が な  

歳 

ふ り が な  

お 名 前 
 

保護者名 
 

住  所 
〒 固定電話 （    ）   －       

携帯電話 （    ）   －  

 ↓ 食品を扱う講座（講座番号⑤⑥⑦⑧⑬）にお申込みの方は、食物アレルギーの有無についてお答えください。 

食物アレルギー 無  ・  有（                            ） 

 

【年間講座申込用紙】 

講 座 名  

ふ り が な  

歳 

ふ り が な  

お 名 前 
 

保護者名 
 

住  所 
〒 固定電話 （    ）   －       

携帯電話 （    ）   －  

 ↓ 食品を扱う講座（講座番号⑤⑥⑦⑧⑬）にお申込みの方は、食物アレルギーの有無についてお答えください。 

食物アレルギー 無  ・  有（                            ） 

 
 
 
 

家庭園芸 11 18 

Herb tea（ハーブティー） 13 

定員：１０名  講師：竹中 綾子 
 
ハーブについて学び、味や作用について知り
ましょう。 
★アレルギーの有無・服用中のお薬等がございましたら、事前に連絡をお願いします。 

【時間】10:00～11:30   【受講料】2,400 円（８回） 

【場所】中央公民館   【教材費】500 円/回 

【対象】一般      【持ち物】無し 

【開催日】金曜日（全８回） ※8 月は休講です 

     6/5・7/3・9/4・10/2 

11/6・12/4・1/8・2/5 

笑いの健康法 12 

たのしいちぎり絵 16 

（ き り と り） 

定員：１２名  講師：大野 美千子 
 
手漉きの和紙・色紙・型紙がセットになった
教材を使い、楽しく和紙ちぎり絵をつくりま
しょう。 

【時間】13:00～15:00  【受講料】3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館           【教材費】1,000 円程/回 

【対象】一般      【持ち物】はさみ、でんぷんのり 

【開催日】水曜日（全１０回）  

     5/20・6/17・7/15・8/19・9/16 

10/21・11/18・12/16・1/13・2/17 

 

定員：２０名  講師：今井 昌喜 
 
栽培のコツを学んで、もっと家庭園芸を楽し
みませんか？季節の野菜・草花・球根などの
育て方の基礎と応用を学びます。 

【時間】9:30～11:30       3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館   実費 

【対象】一般      筆記用具 

月曜日（全１０回）  

     5/18・6/1・7/6・8/3・9/7 

10/5・11/16・12/7・1/4・2/1 

定員：２０名  講師：西田 あいこ 
 
笑いの健康体操とレクリエーションで、無理
なく体・脳を動かします。健やかに明るく生
きる方法をお伝えします。 
※手術をして３ヶ月以内の方は医師に相談してください 

【時間】10:00～11:30  【受講料】3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館   【持ち物】動きやすい服装・靴 

【対象】一般               

【開催日】金曜日（全１０回） ※8月は休講です 

     5/15・6/19・7/17・9/18・10/16 

11/20・12/18・1/15・2/19・3/19 

 

定員：１０名  講師：森 伊予子 
 
フラワーアレンジメントの初心者講座。 
初めての方でも簡単にお楽しみいただける
基本の講座です。 

【時間】18:30～20:30   【受講料】1,800 円（6 回） 

【場所】中央公民館   【教材費】1,750 円/回 

【対象】小・中学生～一般       【持ち物】園芸用はさみ、新聞紙 
          ※小学生以下は保護者同伴 

【開催日】金曜日（全６回） ※７月・８月は休講です 

     5/15・6/19・9/18 
     10/16・11/13・12/18 

キレイになるヨガ 20 

定員：２０名  講師：水野 夕子 
 
呼吸をたくさん取り入れるフローヨガの教
室です。 
肩甲骨を動かし体を整えます。 

【時間】10:30～12:00  【受講料】3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館           【持ち物】ヨガマット、ブランケット 

【対象】一般       

【開催日】木曜日（全１０回） 

     5/14・6/18・7/2・8/27・9/3 

10/15・11/12・12/17・1/14・2/18 

 

（ き り と り） 

たのしいリメイク講座 14 

飲み物、タオル 

定員：１０名  講師：髙嶋 由希野 
 
家庭にある洋服・着物等をすてきにリメイク
する方法を学びます。初心者の方も先生が優
しく丁寧に指導します。 

【時間】9:30～11:30       【受講料】3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館   【教材費】1,000 円程 

【対象】一般      【持ち物】裁縫道具、布、着物等 

【開催日】月曜日（全１０回）  

     5/11・6/8・7/13・8/17・9/14 

10/12・11/9・12/14・1/18・2/8 

 

鉛筆、お手拭 

持ち帰り用袋、ゴミ袋 

15 

  詩吟に親しむ 17 

定員：１５名  講師：石原 崑風 
 

【時間】10:00～11:30  2,700 円（９回） 

【場所】中央公民館          300 円※初回に集めます 

【対象】一般      飲み物 

水曜日（全９回） ※８月は休講です 

     5/27・6/24・7/22・9/9・10/21 

11/25・12/23・1/27・2/10 

社交ダンス入門 19 

定員：１０名  講師：新井 洋三 
 
スタンダード講座として、ブルース、ワルツ、
タンゴ、スローフォックストロット、クイッ
クの基本をレッスンします。 

【時間】13:30～15:00  3,000 円（10 回） 

【場所】             200 円※初回に集めます 

【対象】一般       

金曜日（全１０回） 

     5/8・6/12・7/10・8/7・9/11 

10/9・11/13・12/11・1/8・2/12 

飲み物 

定員：１２名  講師：  
 
パステルを粉にして、指を使って一枚の絵を
作る。画材を指で直接さわって描くことで、
癒し効果やリラックス効果を得られます。 

【時間】10:00～11:30  3,000 円（10 回） 

【場所】中央公民館          1,000 円/回 

【対象】一般       

水曜日（全１０回） 

     5/27・6/24・7/22・8/26・9/16 

10/21・11/25・12/23・1/27・2/17 

※未成年の方が受講される場合は、保護者名を記入してください。 ※受付№は事務局が記入します。 

 

受付№ 受付№ 

※未成年の方が受講される場合は、保護者名を記入してください。 ※受付№は事務局が記入します。 

 

骨盤美人体操 21 

定員：１０名  講師：北川 真理 
 
骨盤の歪みを取り、こった筋肉をほぐし、自
律神経や内臓など、ココロと身体のバランス
を整えてメンテナンスしましょう。 

【時間】10:00～11:30   

【場所】中央公民館                   

【対象】一般       

【開催日】木曜日（全９回）※８月は休講です 

     5/21・6/11・7/16・9/17・10/22 

11/19・12/24・1/21・2/25 

 

【受講料】2,700 円（9 回） 

【教材費】ゴムバンドレンタル料 500 円/回 
     ※購入される場合は 9,000 円です 

【持ち物】動きやすい服装、タオル、飲み物

町ＨＰ 

 

 

（http://www.town.godo.gifu.jp/life/sho_supo20.html） 


