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　公民館では、講師と受講生が協力し、自主的に講座運営していく「わくわく学び塾」後期（11 月～ 2 月）の受
講生を次のとおり募集します。

◆講座内容　下表のとおり
◇参 加 料　１人１講座 1,000 円　　※ 材料費等が必要な場合は、別途自己負担額があります（下表参照）。
◆申込方法　会場の公民館に電話またはファックスで、希望する講座番号・講座名、氏名、住所、電話番号を伝えてく
　　　　　　ださい。
◇申込期限　令和２年10月９日（金）                         
◆そ の 他　申込者が定員（下表参照）を超えた場合は、抽選となります。申込者が５人未満の講座は、中止とな
　　　　　　ります。
　　　　　　新型コロナウイルスの感染防止のため、講座中も必ずマスクを着用してください。
　　　　　　新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、講座を中止する場合があります。

番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容

会場・連絡先 中央公民館 （TEL 22ｰ4321 FAX 20ｰ1202)

1
呼び返そう！あの頃の歌声Ⅶ
(島田 實貴男)

11/1(日)､12/6(日)､1/9(土)､2/7(日)
午前9時30分～11時30分

成人 20 筆記用具､飲み物

主に昭和30年～50年代のフォークソング・歌謡曲など約50曲の歌唱指導およびエピソー
ドなど。(副作用：表情筋の活性化が見られ意気が高揚するが、時に涙腺の弛緩を伴う)

2
香道入門教室
(須田 英子)

11/3、12/1、1/5、2/2(すべて火曜日)
午後1時30分～3時30分

成人
(毎回1,000円)

10
筆記用具､扇子(持ってい
る人)

香木(組香)をたき､その香りを楽しむ教室。大名家の香道です。雅な香りを楽しんでみませ
んか。

3
キーボード入門
(山﨑 京子)

11/6､11/13､11/20､11/27(すべて金曜日)
午後1時30分～3時30分

成人 8
筆記用具、延長コード、キーボー
ド(貸出可:期間中1,000円)

キーボードの自動伴奏機能を使ってクリスマスの曲を弾いてみましょう（弾きたい曲の
楽譜がある人は持ってきてください）。

4
refreshヨガ
(山本 江利子)

11/11､11/18､11/25､12/2､12/9､12/16､
12/23(すべて水曜日) 午後7時～9時

成人女性 10
ヨガマット(なければ大きめのバ
スタオル)､飲み物､身体を締め
付けない動きやすい服装

健やかな身体と、精神的な安定をもたらす、ヨガ健康法。ゆったりとした呼吸と気持ちが良いと感じる程度の動きで、
心とカラダのバランスを整え、レッスンが終わる頃にはスッキリ！気になる部分のシェイプアップにも繋がります。

5
季節のフラワーアレンジ≪昼≫
(幸野 弘子)

11/12､12/17､1/21､2/18(すべて木曜日)
午前10時～11時30分

成人
(毎回2,000円)

15
ホットボンド(持っている
人)､工作バサミ

プリザーブドフラワー、アーティシャルフラワーなどを使用し、季節を感じる壁掛け､置物
などを作ります。作っているときの楽しさと出来上がった時の喜びを感じてほしいです。

6
季節のフラワーアレンジ≪夜≫
(幸野 弘子)

11/20､12/18､1/22､2/19(すべて金曜日)
午後7時～8時30分

成人
(毎回2,000円)

12
ホットボンド(持っている
人)､工作バサミ

プリザーブドフラワー、アーティシャルフラワーなどを使用し、季節を感じる壁掛け､置物
などを作ります。作っているときの楽しさと出来上がった時の喜びを感じてほしいです。

7
紅茶講座
(堤 洋子)

11/24､12/22(すべて火曜日)
午後1時30分～3時30分

成人 10

紅茶の基礎とおいしい紅茶の入れ方を学んでみませんか。

8
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/5、12/19(すべて土曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

9
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/13、2/20(すべて土曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。



（3）

番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容

会場・連絡先 渋川公民館 （TEL 22ｰ0999 FAX 24ｰ7689)

会場・連絡先 渋川西部公民館 （TEL 25ｰ3841 FAX 25ｰ3844)

会場・連絡先 金島公民館 （TEL 22ｰ0241 FAX 24ｰ7690)

10
実用の書道教室
(小林 フジ子)

11/4､11/18､12/2､12/23(すべて水曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも 10

細筆(かな用)､書道用具､
半紙 ※希望者には細筆
1,000円､半紙(50枚入)
200円で販売可

のし袋の名前や年賀状を筆で書けたらと思っている人､仲間と一緒に学んでみませんか。
上達するコツを学びます。

11
日本の心｢日本の歌百選｣を歌い継ごう！
(島田 實貴男)

11/25(水)､12/23(水)､1/19(火)､2/10(水)
午前9時30分～11時30分

どなたでも 15 筆記用具､飲み物

平成18年、文化庁とＰＴＡ全国協議会が、親子で長く歌い継いでほしいと定めた童謡・唱歌など
約40曲の｢歌唱指導｣及び｢時代背景、作詞者・作曲者の紹介｣など。(忘れていた感情が蘇ります。)

12
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/1(火)、12/21(月)午後2時～4時
どなたでも

(毎回2,000円)
10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

13
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/14、2/21(すべて日曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

14
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/4(金)午後1時30分～3時30分、
12/11(金)午前10時～正午

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

15
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)      

2/17、2/24(すべて水曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

16
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/4､12/18(すべて金曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

17
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/2、2/23(すべて火曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。
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会場・連絡先 古巻公民館 （TEL 22ｰ1892 FAX 24ｰ7691)

18
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/11､12/18(すべて金曜日)
午後2時～4時

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

19
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/19、2/26(すべて金曜日)
午後2時～4時

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

会場・連絡先 豊秋公民館 （TEL 22ｰ0312 FAX 24ｰ7692)

20
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/5､12/19(すべて土曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

21
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/13、2/20(すべて土曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

会場・連絡先 伊香保公民館 （TEL 72ｰ5777 FAX 72ｰ5766)

20
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/2､12/16(すべて水曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回2,000円) 

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

21
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/19、2/26(すべて金曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回1,500円) 

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

会場・連絡先 小野上公民館 （TEL 59ｰ7027 FAX 59ｰ2788)

22
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/8､12/22(すべて火曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

23
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/14、2/28(すべて日曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容
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番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容

24
呼び返そう！あの頃の歌声Ⅶ
(島田 實貴男)

11/12､12/10､1/7､2/4(すべて木曜日)
午前9時30分～11時30分

成人 60 筆記用具、飲み物

主に昭和30年～50年代のフォークソング・歌謡曲など約50曲の歌唱指導およびエピソー
ドなど。(副作用：表情筋の活性化が見られ意気が高揚するが、時に涙腺の弛緩を伴う)

25
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/8､12/22(すべて火曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

26
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/9、2/16(すべて火曜日)
午前10時～正午

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

27
呼び返そう！あの頃の歌声Ⅶ
(島田 實貴男)

11/20(金)､12/16(水)､1/13(水)､
2/17(水)午前9時30分～11時30分

成人 24 筆記用具、飲み物

主に昭和30年～50年代のフォークソング・歌謡曲など約50曲の歌唱指導およびエピソー
ドなど。(副作用：表情筋の活性化が見られ意気が高揚するが、時に涙腺の弛緩を伴う)

28
生け花・アート教室
≪クリスマス･正月≫
(飯塚 陳古)

12/2､12/16(すべて水曜日)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回2,000円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

29
生け花・アート教室
≪桃の節句･春の花≫
(飯塚 陳古)

2/9(火)、2/18(木)
午後1時30分～3時30分

どなたでも
(毎回1,500円)

10 花ばさみ(持っている人)

初めての方も経験のある方も、楽しく生け花を体験してみませんか。

会場・連絡先 赤城公民館 （TEL 56ｰ2214 FAX 56ｰ4110)

会場・連絡先 北橘公民館 （TEL 52ｰ2300 FAX 52ｰ2190)

地域を知る講座
　市内各公民館では、身近な地域を知ることに
より地域を愛する心や大切に思う心を育むため
に「地域（＝渋川）を知る講座」や研修を積極
的に開催しています。地域を再発見、新発見す
る喜びを受講生同士で一緒に味わうことによ
り、地域を愛する心を育てるだけでなく、人と
人をつなぐ地域づくりの推進にも役立っていま
す。
　今回、事例として、昨年 12月に渋川東部公
民館で行われた高齢者学級寿大学「渋川市の歌
について」の講座をご紹介します。講座の内容
は渋川市の歌の作詞者が講師となり、歌詞に込
められた想いの解説や合唱を行いました。
66人もの人が参加し、「改めて詞を見る機会が
なかったが、説明を受けて感動した」などの感

想がありました。
　他にも多数行ってますので詳しくは各公民館
への問合せや公民館だよりをご覧ください。
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ＶoiceＶoice　市内で生涯学習活動を　　行っている人の声

　白井は、のどかな純農村地域として時を刻んで
参りましたが、地域活性化の起爆剤になったのが、
道の駅「こもち」（白井宿ふるさと物産館）が平
成 13 年に開業したことであり、白井宿・白井城
を散策する観光客を案内する必要性を感じ「白井
宿観交案内人の会」が平成 15 年に発足しました。
　この案内は、白井宿周辺を散策する観光客のみ
ならず、児童・生徒の地域学習の一環としての案
内も数知れません。
　「白井宿八重ざくら祭り」の武者行列の休憩の
際に、白井宿通りに設置された、マイクを通じて
観光案内させていただいており、例年、市観光課
の推計によると、１万人から１万５千人の観光客

（来場者）の皆様が訪れています。武者行列の総
大将は、白井城主君長尾景仲を想定して、甲冑着
用で馬上の侍姿になります。また、随行侍は子持
公民館事業において、甲冑を手作りした「白井長
尾手作り甲冑隊」の皆々様も行列に参加して地域
貢献しています。
　「白井まちなみ整備事業」や「白井宿まちなみ
等景観整備事業」で植栽された八重ざくら（100
本）・屋号看板（18 基）の提出や古井戸の上屋根
復元などが実施されて、江戸時代の町並みの風情
を残している白井宿で交流を目指した案内を会員
の皆さんと今後もしていきたいと思います。

　「人生 100 年時代」と言われるようになってき
ましたが、できることなら生涯イキイキ生きたい
と誰もが思っていると思います。どんなときに、
人はイキイキ輝けるのでしょうか？それは、自分
の特技を発揮して喜んでもらい、気軽におしゃべ
りをしながら人とつながれる憩いの場があること
ではないでしょうか？我が家は亡くなった主人の
母の部屋を、そのような場所にしました。主人の
母は手先が器用で、ご近所の方が遊びに来ると
折り紙を教えたり、得意のお赤飯を蒸かしてふる
まっていました。友達と過ごす時間がなによりも
楽しそうでした。そんな母の姿を見ていて「得意
なことを発揮できる場を作りたい！年をとっても
1 人にしたくない。みんなとつながれる場を作り
たい」って強く思いました。
　誰でも特技を持っていますが、発揮できる場が
なかなかありません。高齢者の方の知恵、経験は
宝物。それは伝えていかないと消えてしまい、もっ
たいない。この活動は昨年スタートし、さまざま
な催しをしました。近所のノコギリ名人に来てい
ただき、竹でコップや竹馬の作り方を教えて頂い
たこともありました。庭に成っていたほおずきの
種を出して、笛みたいに吹くことも教えて頂きま
した。また、高齢者の方の人生経験を聞かせて頂
いた事もありました。年齢の枠を超えての交流は
とても喜んで頂き、特技を発揮されている方もイ
キイキ楽しそうでした。
　これからも地域のみなさんの特技を発揮できる
場にしていきたいです。

　とつながる場所づくり 　井宿観交（光）案内人の会
　の活動小倉　圭子

白井宿観光（交）案内人の会　会長　須田　孝

人 白
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ピックアップピックアップ
公民館の取り組みや活動団体を紹介します公民館の取り組みや活動団体を紹介します

　 川公民館

　 野上公民館

渋

小

所在地・連絡先：渋川市石原6番地1　TEL22-0999 ・FAX24-7689

所在地・連絡先：渋川市村上3756番地3　TEL59-7027 ・FAX59-2788

　渋川公民館は、平成 20 年 10 月に移転して市
役所第二庁舎１階に併設されています。
　対象区域は渋川地区のうち、南町、中之町、上
之町、川原町、裏宿、元町、上郷、藤ノ木、熊野
町であり、人口は 3,113 人、世帯数は約 1,477
世帯（令和２年６月末現在）です。
　「地域とつながる公民館」をスローガンとして、
自治会や関係機関団体から構成される運営委員会
の皆さんと一緒に、地域づくりの事業を進めてい
ます。
　渋川公民館事業として、子どもから高齢者等を
対象とした様々な学級・講座を開催しています。

 　小野上公民館ホールに華やかな音楽と共に、
演舞指導の元気な声が響きます。今日は公民館主
催の舞踊教室の日。　
　講師の先生は小野上地区在住の佐藤昭子先生。
生徒の皆さんからは「昭子先生」と呼ばれ、生徒
のみならず地域のみんなから慕われる素敵な女性
です。
　教員として音楽も受け持っていた父親の影響も
あり、子どもの頃から歌や踊りが好きだったとの

中でも家庭教育支援学級は、親子のふれあいを通
して、より良い家庭環境を築く事業として、「親
子リズム教室」、「マスのつかみ取り」や「ヤマメ
の稚魚の放流」など、毎年特色ある行事を行って
います。
　また、高齢者学級の「寿大学」は地域住民の皆
さんの心身の健康増進とコミュニケーションの場
を提供する目的とし、毎月第３水曜日に高齢者を
対象に開催しています。
　軽スポーツや教養講話、音楽等幅広く学ぶとと
もに、館外研修などの交流活動も行っており、学
級生の地区代表で組織されている運営委員会の中
で講座内容等を話し合い、検討していることも特
徴です。
　その他にも、夏休みに「ポスター、書道、木工、
茶道教室（青少年学級）」や渋川をもっと知ろう
をテーマに「歴史散歩（成人学級）」等を開催し、
住みなれた渋川の良いところを再発見する事業に
取り組んでいます。ぜひ渋川公民館の講座に参加
し、お出かけください。

こと。昭子さんが舞踊を習い始めたのは昭和 50
年からで、その後、新舞踊の世界に入り、昭和
60 年には名取りとなり、今日まで多くの方を指
導してきました。
　芸術への探究心は舞踊だけにとどまらず、子ど
もの頃から続けている書道でもその才能を発揮し
ています。師範となった後も活動を続け、准教授
となった今も書道教室の先生として、多くの子ど
も達を指導をしています。その傍ら、小学校でも
書道の先生としてボランティア講師をつとめてお
り、毎年多くの小学生を指導をしています。
　また、女性団体活動にも貢献され地区会長や北
群馬連合婦人会長を歴任され、現在も渋川市女性
団体連絡協議会の役員として活躍されています。
　優しい表情の中にも凜とした雰囲気の漂う昭子
さん。今後もいろいろなことに挑戦していきたい
と抱負を語っていただきました。
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杢ヶ橋関所跡 金井宿本陣の地下牢

あなたの生涯学習、応援します !あなたの生涯学習、応援します !

お問い合わせ：生涯学習課（電話 22-2500）

　公民館では、職員の資質向上などを目的に、研
究活動を行っています。
　昨年度は、二つの班に分かれ、Ａ班は、「地域
の良さを再発見しよう」をテーマに、文化編とし
て、歌川広重によって描かれた浮世絵「伊香保八
景」や地域の「万葉歌碑」、交通編として、伊香
保と渋川をつないだ「チンチン電車」や伊香保と
榛名をつないだ「伊香保ケーブル鉄道」の現地調
査などを行いました。Ｂ班は、「郷土かるたを使
って地域を愛する心を育てよう」をテーマに、「渋
川かるた」を題材とした子ども向けのツアーを企

画運営するとともに、渋川市について詠まれた
県内の郷土かるたの調査などを行いました。
　今年度は、班分けはせずに、「地域資源活用
による ｢ご当地再発見｣」をテーマに、日本海
側と太平洋側を結ぶ最短路として交通の要であ
った「三国街道」と、市民には馴染みの薄い ｢鎌
倉古道｣ に着目し､ 街道沿いの史跡などと併せ
て魅力を発信できるよう、研究を進めることと
しました。
　今年度についても、つながりを大切にし、学
ぶ楽しさを共有しながら活動していく予定です。

「しぶかわ出前講座」「しぶかわ出前講座」

「生き活き楽習」「生き活き楽習」

　市の職員などが講師となり、みなさんが主催する学習会などに希望に応じたお話しを「出前」（お届け）
します。自治会、会社、PTA、その他グループ・サークル活動などでお気軽にご注文ください。

　市民が講師となり、みなさんが主催する学習会などに講座をお届けします。スポーツ、手芸、教養など、
さまざまな分野に触れるきっかけづくりや、さらなる趣味の充実のためにお気軽にお申し込みください。

◆メニュー … 令和２年度は61講座をご用意しました。
◆料　　金 … 講師料は無料。ただし、材料費などを実費負担していただく場合があります。
◆申込方法 … メニューから希望の講座を選び、開催希望日の1カ月前までに申込書を生涯学習課
　　　　　　　へ提出してください。

◆講座内容 … 令和2年度は38講座が登録されました。
◆料　　金 … 講師料は無料。ただし、材料費などを実費負担していただく場合があります。
◆申込方法 … 開催希望日の1カ月前までに申込書を生涯学習課へ提出してください。

※講座メニュー及び申込書は生涯学習課 ( 第二庁舎）にあります。市ホームページから印刷もできます。

※講座一覧及び申込書は生涯学習課 ( 第二庁舎）にあります。市ホームページから印刷もできます。


