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１

足ぶみで踊ろう！
かんたんステップ
社交ダンス　初心者コース
( 石坂久幸 )

5/22、5/29、6/5、6/12（すべて月曜日）
午後１時 30 分～３時 成人・高齢者 30 運動靴またはダンス

シューズ

パーティーおよびクルーズダンスの基礎を学びます。メレンゲ、ブルース、
マンボ、ジルバ、スクエアルンバ。これでほとんどカバーできます。

２
ココロとカラダをつなげる
ヨーガ
( 石坂美香 )

5/24、5/31、6/7、6/14、
6/28、7/12、7/26、8/2

（すべて水曜日）
午後７時～８時 30 分

成人 8
できればヨガマット（な
ければバスタオル）・飲
み物・タオル（汗ふき）・
動きやすい服装

ヨーガ療法は、簡単な動き、呼吸法、瞑想、リラクゼーションを行います。心と身体は密接にか
かわりあっています。身体と呼吸と心の調和、自分の今に意識を向けます。負荷をかけ､ 緊張と
リラックスした感覚を意識し、身体と呼吸と心のバランスの取れた状態になれるよう指導します。

３
よさこい踊り

（福島×群馬　風神桜馬）

5/24、5/31、6/14、6/21、6/28、
7/5、7/19、7/26（すべて水曜日）
午後７時 30 分～９時

どなたでも 20 動きやすい服装

東日本大震災の避難者を中心に群馬で結成されたよさこいチームが「よさこ
い踊り」を指導します。

４
やさしいおしゃべり
シニア英会話

（茂原和代）

5/25、6/1、6/8（すべて木曜日）
午後２時～３時 30 分 成人 ･ 高齢者 15 なし

誰でも話せるようになります。やさしい会話を中心に楽しく覚えます。ボケ防止にもなります。英
語がまったくできない方でも大丈夫。楽しく時間が過ぎ、すてきなおしゃべりもできます。

５

プリザーブド・
フラワーアレンジ
前期・夜

（幸野弘子）

5/26、6/16、7/28、8/18、9/15、10/20
（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（生花の特殊加工）を使用し、季節感を取り入れた壁掛け・
置物などを作ります。作る楽しさ出来上がったときの喜びを感じましょう。

６
呼び返そう！
あの頃の歌声（Ⅳ）

（島田實貴男）

6/4（日）、7/1（土）、8/5（土）、9/2
（土）、10/1（日）、11/5（日）、12/2
（土）、1/6（土）、2/4（日）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

高校生以上 40 筆記用具・飲み物

主に昭和 30 年・40 年代に青少年団体などで歌われた歌およびフォークソング・
歌謡曲など。今後も歌い継ぎたい約 100 曲の歌唱指導およびエピソードなど。

（2）

わくわく学び塾前期受講生募集わくわく学び塾前期受講生募集

番号 講 座 名（講師名）
と　　　き 対象（自己負担額） 定員 持　ち　物

内　　　　　　　容

　各公民館では、自主企画 ･自主運営の生涯学習講座「わくわく学び塾」の前期受講生を募集します。講師
と受講生が協力して、自主的な講座運営をしていきます。
　今回は、今年度の前期（５月～ 10 月）に開講する講座の受講生を募集します。

◆講座内容　下表のとおり
◆参 加 料　１人（組）１講座 1,000 円です。（材料費等が必要な場合は、自己負担額があります。）
◆申込方法　希望講座番号・講座名・氏名・住所・電話番号を会場の各公民館に電話またはファックスをし
　　　　　　てください。
◆申込期限　平成 29 年４月 27 日（木）
◆そ の 他　申込者が定員（下表参照）を超えた場合は抽選を行い ､結果を後日連絡します。申込者が５人
　　　　　　未満の講座は ､中止となります。

＊後期（11 月～２月）開講講座の募集は、しぶかわ生涯学習だより後期号に掲載予定です。

会場・連絡先 中央公民館（TEL 22-4321　FAX 20-1202）

わくわく学び塾前期受講生募集



７
楽しい水墨画

（猪熊きみ江）

6/7、6/14、6/21、6/28
（すべて水曜日）
午前 10 時～正午

成人・高齢者 20
書道用具（大小筆、すずり、
墨または墨汁）、雑巾、水洗、
白い皿（パレット）、和紙（な
い方は初回 300 円で頒布可）

墨と水で庭先の花や身近な動物､ 気に入った風景などを描きます。

８
介護予防のためのヨーガ

（石坂美香）

6/9、6/16、6/30、7/14、7/28
（すべて金曜日）
午前 9 時 30 分～ 11 時

成人・高齢者 10
できればヨガマット（な
ければバスタオル）・飲
み物・タオル（汗ふき）・
動きやすい服装

ヨーガ療法は簡単なヨーガの動きと呼吸法をします。介護予防を目的にして
いるので、身体全体の細部の調整を重点的に行います。また、呼吸法などで
認知症予防にも取り組みます。

９
季節のフラワーアレンジ

（幸野弘子）

10/20、11/17、12/15、1/19、2/16
（すべて金曜日）
午前 10 時～ 11 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

秋・X'mas・御正月・おひなさま。プリザーブド・フラワーを使用し、アレ
ンジします。

（3）

わくわく学び塾

10
体験！楽しくキーボード

（山崎京子）

6/7、6/14、6/21
（すべて水曜日）
午前 10 時～ 11 時 30 分

成人 8
筆記用具・キーボード（貸
出可：期間中 1,000 円）・
延長コード

楽器をさわったことのない人でも弾けるようになります。楽器の使い方から
教えますので安心してぜひご参加ください。

11
ストレッチポールで身体の
ゆがみを改善しよう !!

（山本淳子）

7/14、7/28、8/4
（すべて金曜日）
午後１時 30 分～３時

成人 15
飲み物・敷物（ヨガマッ
トやバスタオルなど）・
ストレッチポール

（貸出可：毎回 200 円）

細長いストレッチポールの上に仰向けになり、簡単なエクササイズをするこ
とによって身体の歪みを整え、リラックスした状態や心地よさを体験してい
ただきます。

12
ストレッチポールで身体の
ゆがみを改善しよう !!

（山本淳子）

9/12、9/19、9/26
（すべて火曜日）
午後１時 30 分～３時

成人 15
飲み物・敷物（ヨガマッ
トやバスタオルなど）・
ストレッチポール

（貸出可：毎回 200 円）

細長いストレッチポールの上に仰向けになり、簡単なエクササイズをするこ
とによって身体の歪みを整え、リラックスした状態や心地よさを体験してい
ただきます。

13
初めてのキーボード入門
コース

（笹部共栄）

9/5、9/12、9/19（すべて火曜日）
午後１時 30 分～３時 成人 6 キーボード・筆記用具

（貸出可：期間中 1,000 円） 

ピアノの基礎から学び、キーボードの使い方に慣れ、色々の音色、リズムを使っ
てやさしい曲が弾けるよう指導いたします。

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 22-4321　FAX 20-1202）

会場・連絡先 渋川公民館（TEL 22-0999　FAX 24-7689）

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



14
60 歳からの初めての
キーボード入門コース

（笹部共栄）

6/9、6/16、6/23、6/30
（すべて金曜日）
午後 1 時 30 分～ 3 時

成人
（60 歳以上） 8 筆記用具・キーボード

（貸出可：期間中 1,000 円）

ピアノの基礎から学び、キーボードの使い方に慣れ、色々の音色､リズムを使っ
てやさしい曲が弾けるよう指導いたします。

15
パソコン初心者講習

（高津信子）

7/5、7/12、7/19、7/26
（すべて水曜日）
午後１時 30 分～ 3 時 30 分

成人・高齢者
（初回：500 円） 20

筆記用具・パソコン
（windows7 以上、
word2007 以上）

（貸出は要相談）

・word2007 ～ 2016 バージョンにて簡単な基礎を学ぶ
・パソコンのあんなこと、こんなこと、知りたいことを学ぼう
・パソコンが生活に役立つ使い方　・案内状､ お便り等の作成

16
介護予防のためのヨーガ

（石坂美香）

9/6、9/20、10/4、10/18、11/8
（すべて水曜日）
午前 9 時 30 分～ 11 時

成人・高齢者 10
できればヨガマット（なければ
バスタオル）・飲み物・タオル（汗
ふき）・動きやすい服装

ヨーガ療法は簡単なヨーガの動きと呼吸法をします。介護予防を目的にして
いるので、身体全体の細部の調整を重点的に行います。また、呼吸法などで
認知症予防にも取り組みます。

20
赤ちゃんとママの
親子ビクス＆産後ケア

（高野夏美）

6/2、6/9、6/16、6/23
（すべて金曜日）
午前 10 時～ 11 時

親子
（１ヶ月半～
１歳位の乳児）

10 組
飲み物・タオル・ヨガマッ
ト（大きめのバスタオル）・
運動しやすい服装

赤ちゃんとママの親子ビクス。赤ちゃんにはベビーマッサージやバランス運
動。ママは産後のボディーメイク、有酸素運動を行います。

（4）

わくわく学び塾

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 金島公民館（TEL 22-0241　FAX 24-7690）

会場・連絡先 古巻公民館（TEL 22-1892　FAX 24-7691）

会場・連絡先 豊秋公民館（TEL 22-0312　FAX 24-7692）

17
手打ちそば教室

（干川重之）

6/8、6/15、6/22（すべて木曜日）
午前９時～ 11 時

成人・高齢者
（毎回 500 円） 10 エプロン・タオル３枚・

持ち帰り用タッパー

500g（４人前程度）の二八そばが打てるようにご指導いたします。

18
たのしいフラダンス

（平石春江）

6/9、6/16、6/23、6/30
（すべて金曜日）
午後１時 30 分～３時

親子・成人女性・
高齢者 15 汗ふきタオル・飲み物

フラダンスの基本。健康づくりのためのフラダンス。

19
ココロとカラダをつなげる
ヨーガ

（石坂美香）

8/31、9/7、9/21、10/5、10/19
（すべて木曜日）
午後６時 30 分～８時

成人 8
できればヨガマット（な
ければバスタオル）・飲
み物・タオル（汗ふき）・
動きやすい服装

ヨーガ療法は、簡単な動き、呼吸法、瞑想、リラクゼーションを行います。
心と身体は密接にかかわりあっています。身体と呼吸と心の調和、自分の今
に意識を向けます。負荷をかけ、緊張とリラックスした感覚を意識し、身体
と呼吸と心のバランスの取れた状態になれるよう指導します。



21
手打ちそば教室

（干川重之）

6/8、6/15、6/22（すべて木曜日）
午後１時 30 分～３時 30 分

成人・高齢者
（毎回 500 円） 10 エプロン・タオル３枚・

持ち帰り用タッパー

500g（４人前程度）の二八そばが打てるようにご指導いたします。

22
キーボード（楽器）入門講座

（新藤宏美）

9/4、9/11、9/25（すべて月曜日）
午後１時 30 分～３時 成人 6

筆記用具、キーボード（貸
出可：期間中 1,000 円）、
延長コード

基本から始めますので、やってみたいと思っている初めての方でも大丈夫で
す。一緒に楽しんでみましょう。キーボードが無くても大丈夫です。

（5）

わくわく学び塾

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 豊秋公民館（TEL 22-0312　FAX 24-7692）

23
パソコン初心者講習

（高津信子）

5/31、6/7、6/14、6/21
（すべて水曜日）
午後１時 30 分～ 15 時 30 分

成人・高齢者
（初回：500 円） 20

筆記用具・パソコン
（windows7 以上、
word2007 以上）

（貸出は要相談）

・word2007 ～ 2016 バージョンにて簡単な基礎を学ぶ
・パソコンのあんなこと、こんなこと、知りたいことを学ぼう
・パソコンが生活に役立つ使い方　・案内状、お便り等の作成

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

会場・連絡先 赤城公民館（TEL 56-2214　FAX 56-4110）

24
日本の心 ｢日本の歌百選｣
を歌い継ごう！

（島田實貴男）

6/1、7/6、8/3、9/7、10/5、11/9、
12/7、1/12、2/8（すべて木曜日）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

小学生以上 40 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 101 曲の ｢歌唱指導｣ 及び ｢時代背景、作詞者・作曲者の紹介｣ など。

25
フラダンス

（平石春江・池田政子）

6/2、6/9、6/16、6/23（すべて金曜日）
午後７時 30 分～８時 30 分 成人女性 20 なし

成人層の健康美容、地域の文化活動、良き人間関係育成

26
パソコン初心者講習

（高津信子）

7/2、7/9、7/16、7/23
（すべて日曜日）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

成人・高齢者
（初回：500 円） 15

筆記用具・パソコン
（windows7 以上、
word2007 以上）

（貸出は要相談）

・word2007 ～ 2016 バージョンにて簡単な基礎を学ぶ
・パソコンのあんなこと、こんなこと、知りたいことを学ぼう
・パソコンが生活に役立つ使い方　・案内状、お便り等の作成

会場・連絡先 北橘公民館（TEL 52-2300　FAX 52-2190）

27
日本の心 ｢日本の歌百選｣
を歌い継ごう！

（島田實貴男）

6/8、7/13、8/10、9/14、10/12、11/9、
12/14、1/18、2/15（すべて木曜日）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

小学生以上 40 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 101 曲の ｢歌唱指導｣ 及び ｢時代背景、作詞者・作曲者の紹介｣ など。



（6）

Ｖｏｉｃｅ ～市内で生涯学習活動を行っている人の声

修了生の声 修了生（第Ⅰ期受講生）　石　田　　　正

　私は、定年退職後地域の活動に少しでも協力したいという考えから、現在いくつかの活動をしています。

　当時の公民館長より、渋川市で生涯学習推進指導者養成講座が始まるので受講してみないかと言われ、

少し興味もあったので受講。二年間十二回の教室を修了し、その後事務局より修了生に対し「いっしょ

に、はじめの一歩を踏み出しましょう！」と呼びかけていただき「地域課題対策チーム」として、赤城

公民館を活動拠点としてスタートしました。

　赤城地区では、退職後の男性に手伝ってもらい、竹を使った子ども向けの事業「地域の方と感動あふ

れ、学ぼう災害時に役に立つ！」を計画、募集から準備と８回の検討会を開き開催しました。

受講生の声 第Ⅳ期受講生　青　木　とも子

　今年度より、八崎第一自治会（北橘）の生涯学習推進員に

なりました。例年どおり、七夕飾り作りや夏祭り等の自治会

活動で、中心的役割を果たせばいいのかなと考えていた折、

自治会長さんから、「生涯学習推進指導者養成講座」のお話

があり、受講することにしました。

　毎回沢山の資料を準備して、分かり易く説明してくださる

　本市の「地域の教育力を高める生涯学習活動」を推進するため、各地域で市民が主体的に行っ
ている生涯学習活動を指導（コーディネート）する人材を育成し、地域活動の実践をとおして特
色ある地域づくりを図るものです。
　修了生を対象としたサポート事業も行っています。

渋川市生涯学習推進指導者養成講座とは

講座の様子講座の様子

先生方の講義は、頭の回転が鈍っている私にはついていくのが大変な部分もありましたが、学生に戻っ

たようで新鮮でした。受講生同士の話し合いの場も、多様な考えを聞くことができ楽しかったです。一

年次最後の講座は、修了生を交えての座談会で、特に印象深かったです。素晴らしい実践を積んでいらっ

しゃる「地域課題対策チーム」や「生涯学習おのがみチーム」の活動紹介は、非常に参考になりました

し、地域のために真剣に取り組んでいらっしゃる方々が沢山いることに大きな刺激を受けました。

　講座はまだ道半ばですが、この講座で学んだことを活かし、地域のために頑張りたいという気持ちが

強まりました。

　今年度我が自治会では、北橘地区生涯学習推進モデル事業の一環で、地区の歴史や地名の由来、石造

文化財、懐古マップ等を盛り込んだ冊子『我が地区の足あと』（全２６ページ）を作りました。来年度

はそれらを活用して、小さな子どもから高齢者まで、多くの住民と地域散策を楽しみたいと思っています。

　二年目は、会場を小野上地区に移し、世代間交流が出

来る事業として、「ふるさと再発見 in おのがみ！みんな

で歩くほのぼの野仏めぐり」を開催し、地域の方々に協

力をいただき交流が出来ました。

　小野上地区では、修了生と受講生が６人いますので、

新事業の「ランタン祭り in おのがみ」を始め地域の行

事には積極的に参加し、自然と温泉に囲まれた小野上地

域を「生涯学習おのがみチーム」と自治会の皆さんで、

元気で明るい地域にするため活動していきたいです。 みんなで歩くほのぼの野仏めぐりみんなで歩くほのぼの野仏めぐり

ボ イ ス
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ピックアップ ～公民館の活動団体を紹介します

渋川西部公民館 所在地・連絡先：渋川市渋川247番地1　TEL 25-3841　FAX 25-3844 

　歌声サークル（会員 30 名）は平成 26 年度西部公民

館主催講座「歌声ひろば」に参加した人たちを中心に

結成されました。

　毎月第４木曜日午後２時から西部公民館で、講師須

田桂子さんの指導でボイストレーニングやリズムエク

ササイズを行い童謡、懐メロなどを全員で歌います。

　声を出したり仲間と一緒に歌うことで心と体の健康

　やわらぎ太極拳渋川支部（代表：上村恵子）は、

平成 10 年に渋川武道館で始まり、翌年西部公民館

に移り北関東武術連盟の先生の指導のもと毎週水曜

日午前 10 時から 11 時 30 分まで実施しています。

　中国生まれの太極拳は日本はもとより世界に広が

り、特に中高年の愛好する体育運動になっています。

動作はゆるやかで自然、のびのびしてゆったりした

動きが特徴です。

　子持ハーモニカクラブ（代表：津久井実）は、子持公民館で「無理をしないで明るく楽しくやりましょ

う」をモットーに毎週水曜日の夜（月４回）に集まり練習を行っています。

　このクラブは、平成 14 年に発足し 10 年を迎え現在は、11 人のメンバーで練習をしています。

　練習方法は、初心者もいることから始めに音の出し方の基礎的なことを 30 分程行い、その後は全体

歌声サークル歌声サークル

やわらぎ太極拳渋川支部やわらぎ太極拳渋川支部

子持公民館 所在地 ･連絡先：渋川市吹屋380番地1　TEL 22-7780　FAX 24-8204

子持ハーモニカクラブ子持ハーモニカクラブ

　この太極拳は、健康な生活を送る高齢者を増やすために、要支援、要介護にならないように介護予防

を目的にしていることもあり身体機能の衰えを防ぐと共に、機能を回復させる効果があります。

　現在は 40 代から 80 歳までの 15 名で、技術向上、健康保持、会員親睦に励んでいます。渋川太極拳

協会に所属し発表会にも参加しています。

で楽譜を見ながら課題曲を練習しています。ジャンルは、

童謡、ポピュラー、演歌など豊富です。

　主な活動は、老人ホーム・デイサービスセンター・自

治会主催の高齢者教室での訪問演奏と文化フェスティバ

ルの参加となっています。

　ハーモニカは、小学生の時に習った方も多く手軽な持

ち物です。初心者も大歓迎ですので、楽しい仲間と一緒

に習いませんか？

や脳への刺激とリラックス効果を目的にしていますので誰でも無理なく楽しめます。講師のユーモアあ

ふれる指導で笑いが絶えないサークルです。

歌声サークル歌声サークル

やわらぎ太極拳渋川支部やわらぎ太極拳渋川支部

子持ハーモニカクラブ子持ハーモニカクラブ
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公民館 ～上武大学生が公民館の研究論文を発表Letter公民館
　平成 27 年度「ぐんま地域・大学連携モデル事業」および平成 28 年度「渋川市と学校法人学文館 上武大学

との連携協力に関する協定」により、渋川市の公民館には、上武大学の学生さんたちがたくさん訪れ、事業に

参加協力してくださったり自身の研究活動を行ったりしています。

　そんななか、平成 29 年１月 30 日に行われた経営情報学部卒業研究発表会において、森下研究室の清水雅矢

さんと栁澤大佑さんが、公民館について研究した論文を発表しました。清水さんは『渋川市中央公民館におけ

る避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）の有効性に関する一考察』というテーマで、中央公民館で開催した防災講座に

参加し、その効果を検証しながら、避難所の治安維持という視点で警察との連携というニーズを掘り起こしま

した。栁澤さんは『公民館における定期利用団体と若年層との新たなる関わり方について～渋川市伊香保公民

館フラダンスサークルを事例として～』というテーマで、少子高齢化により若年層の公民館利用が減少してい

くという課題を、定期利用団体のサークル活動と学校の部活動とを融合させることにより解決させるという方

法を提案しました。

　どちらも、公民館利用者のみなさんと深く交流し、じっくりと調査した様子がよくわかる発表でした。また、

調査の過程で出会った人たちにとっても、学生さんたちと一緒に公民館で活動した経験は、かけがえのない宝

物となったようです。

　このほか、森下研究室のたくさんの学生さんが公民館について研究されましたので、ご紹介します。

　阿久澤翔吾さん『北橘地域における行事と伝承』

　伊藤祐斗さん『2015 年度渋川中央公民館定期利用団体作品展に

おけるコミュニティ・デザインの実践報告』

　植木良憲さん『卒業制作物発表』

　江原拓也さん『公民館におけるバリアフリーについて

～公民館の比較を通して～』

　清水彩乃さん『渋川古巻公民館の放課後の子どもの居場所づくり』

　須賀悠介さん『渋川市における避難所運営ゲームの意義と課題』

　関口陵太さん『行政目的を達成するための広告・宣伝に関する一考察

～渋川市中央公民館・避難所運営ゲームの広告・宣伝ビデオの制作～』

　箱田康平さん『絵手紙を用いた交流とコミュニティの発展について

～渋川市定期利用団体の事例をもとに』

　三井翔太郎さん『公民館の若年層利用の拡大に向けた施策について～渋川市中央公民館を事例として』

　森田裕也さん『渋川市古巻公民館・図書館の利用拡大に向けての考察』

　今後も公民館では、上武大学との連携による「地域づくり」「人づくり」をすすめていきたいと考えています。

トピックス ～しぶかわ出前講座　「賢い消費者になるために」

　１月 18 日、渋川北中学校にて消費生活センター職員による出前講

座「賢い消費者になるために」が実施されました。

　中学１年生を対象にした授業として映像や実演も交えながらの講座

となり、未成年でも消費者になることや、消費者トラブルの対処法を

学びました。中学生にも普及している携帯電話やスマートフォンの落

とし穴、インターネットを利用した買い物の注意点、売買契約に関す

ることなど内容は多岐にわたりました。

　参加者からは、「大人になるにつれお金を使うことが増えるため、
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契約の知識が必要だと思いました。」、「ケータイを使うときに個人情報の取り扱いに注意すること、モノを買

うときに価格だけでなく品質にも注意することを学びました。」、「買った後に後悔しないように、親と相談し

て良い商品を選ぶようにしたいです。」との感想が寄せられました。

　「しぶかわ出前講座」は市内に在住・在勤・在学している団体であれば申し込みできますので、教育委員会

生涯学習課（TEL22-2500）へお問い合わせください。


