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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

わわ わわくく くく 学び塾後期受講生募集学び塾後期受講生募集

教える喜びと　教わる楽しさ

  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」の後期受講生を募集しています。わくわ
く学び塾は、講師と受講生が協力して、自主的な講座運営をする講座です。
　今回は、今年度の後期（11 月～平成 30 年２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。ただし、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 10 月 13 日（金）                          
◆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。なお、申込者が５人
　　　　　　未満の講座は、中止となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

1
やさしいおしゃべりシニア英会話 
(茂原和代)

11/2､11/9､11/16(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。

2
香道入門教室 
(須田英子)

11/7(火)､12/5(火)､1/5(金)､2/6(火)
午後1時30分～3時30分

成人 
(毎回1,000円)

15 筆記用具・あれば扇子

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
キーボードを弾いてみましょう 
(山崎京子)

11/10､11/17､11/24(すべて金曜日)
午前10時～11時30分

成人 8
キーボード(貸出可：期間
中1,000円)

キーボードの使い方を覚えて､クリスマスの曲をみんなで弾きましょう。ピアノ､エレクトー
ンの経験者も大歓迎です。

4
プリザーブド・フラワーアレンジ 
後期・夜 
(幸野弘子)

11/17､12/15､1/19､2/16
(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。作る楽しさと出来上がったときの喜びを感じましょう。

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

5
ココロとカラダをつなげるヨーガ 
(石坂美香)

12/14､12/28､1/11､1/25､2/8 
(すべて木曜日)午後7時～8時30分

成人 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。

6
介護予防のためのヨーガ 
(石坂美香)

1/9､1/30､2/6(すべて火曜日) 
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。
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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

わ わく く学び塾

会場・連絡先 古巻公民館 （TEL 22ｰ1892 FAX 24ｰ7691)

7
手打ちそば教室 
(干川重之)

11/2､11/9､11/16(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。

8
プリザーブド・フラワーアレンジ 
｢X'mas・御正月｣ 
(幸野弘子)

11/10、12/8(すべて金曜日)
午前10時～11時30分

成人 
(毎回2,000円) 

10
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､クリスマス・御正月のオブジェを作り
ます。作る楽しさと出来上がったときの喜びを感じましょう。

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

9
手打ちそば教室 
(干川重之)

11/2、11/9、12/7(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。

10

赤ちゃんとママの
親子ビクス＆産後ケア①

〈生後1ヶ月～11ヶ月〉
(高野夏美)

11/10、11/17、11/24、12/1
(すべて金曜日)午前10時～10時50分

親子(1ヶ月半～
11ヶ月の乳児)

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

赤ちゃんにはベビーマッサージやバランス運動。ママは育児に必要なエクササイズ､有酸
素運動を行います。

11

赤ちゃんとママの
親子ビクス＆産後ケア②

〈1歳～2歳6ヶ月〉
(高野夏美)

11/10、11/17、11/24、12/1
(すべて金曜日)午前11時～11時50分

親子(1歳～2歳
6ヶ月の幼児)

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

1歳からは運動遊びの中で言葉への興味も促します。ママは育児に必要なエクササイズ､
有酸素運動を行います。

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

12
プリザーブド・フラワーアレンジ 
｢X'mas・御正月｣ 
(幸野弘子)

11/1､12/6(すべて水曜日) 
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

プリザーブド・フラワー(生花の特殊加工)を使用し､クリスマス・御正月のオブジェを作り
ます。作る楽しさと出来上がったときの喜びを感じましょう。
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ＶoiceＶoice　～市内で生涯学習活動を行っている人の声
　城町みやま自治会生涯学習
　推進活動について

　涯学習の取り組みについて

赤城町みやま自治会　
生涯学習推進委員　吉　川　俊　道

　赤城町みやま地区は、赤城大沼より流れる沼尾川流域の集落で最も上流に位置します。戸数は約１

３０戸で３００名ほどの人口があります。他の地区と同様みやま地区も少子高齢化が進み高齢者の割

合が高くなっていますので、生涯学習推進活動を進めていくうえで高齢の方の協力が大きな力になっ

ています。

　当自治会の生涯学習推進の活動として自治会花壇の整備があります。これは地区公会堂の前に生涯

学習で管理している花壇があり、春と秋に季節の花を地域の方に協力を願い定植を行い、年間通じて

花が絶えないような活動をしています。今年は６月４日の日曜日に地区の役員、青少推、子育連の子

供たちにも手伝ってもらい花植えを行いました。多くの大人の中で数名の子供さんの参加ではありま

すが、高齢の方の多い当地区で子供の歓声を聞くことがないので貴重な機会になっています。１０月

にはもう一度花の植え替え作業を予定しています。

　もう一つの活動として自治会菖蒲園があります。これは三十数年前に村

社金山宮前の河原に菖蒲の苗を植え菖蒲園を整備したことに始まり、以来

年２回の草刈り作業を欠か

さず行っています。今年も

きれいな花を咲かせ、楽し

ませてくれています。

　小さな自治会ですが、皆

さんの協力で生涯学習活動

を進めていきたいと思って

います。

赤

生
　川原町自治会では、主な活動として、毎年、市内の歴史散歩

を講師の先生の説明を聞きながら、成り立ちや地域の関わり、

逸話を交えて２時間余り行っています。普段身近にありながら

も知る機会の少ない貴重なお話はとても興味深いものです。ま

た、女性に好評なヨガ教室を毎年１０月に４回行います。年の

瀬には町内のそば店主にお願いして、そば打ち教室を行ってい

ます。このような取り組みを通じて交流を深めることが、町内

行事の納涼祭や山車祭りを盛り上げる一助となると思います。

川原町公民館生涯学習推進員　千木良　丈　夫
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Ｖoice　～市内で生涯学習活動を行っている人の声
　が地区の足あとを作成 　川読み語りの会

　「萌えの子」北橘町八崎第一自治会　　　　　
　　
生涯学習推進員　青　木　金　雄

都　丸　京　子

我 渋
　昨年度は、地区の冊子を作成する事業が持ち上がり、

それを主管したので、その冊子「我が地区の足あと」を

作成した事業について説明します。

　冊子作成の目的は、八崎第一地区の歴史や文化などの

歩みを冊子にまとめて全戸に配布することを通して、会

員が地区に一層誇りを持てる地域づくりを推進すること

です。

　冊子の編集委員は、自治会役員、北橘ふるさとガイド

の会、平成１８年度史跡マップ作成者と社会科が専門の

先生、生涯学習推進員、計１４名です。編集委員のほか

に地区のお年寄りや有識者など２０名の協力者がおり、

多くの方々のご協力を得て冊子を作成しました。

　この冊子は、平成１８年度に作成した八崎一区史跡マ

ップ（表紙、マップ、石造文化財）に肉付けして、内容

の濃い冊子にしました。肉付けした内容は、「地区の歴史

年表」、「地名の由来」、「江戸時代に前橋城から沼田城、

三国街道などに出る街道として賑わった地区の様子」、

「交通の移り変わり」、「地区の特徴を活かした産業」、「戦

争の記憶」、「カスリン台風の被害」、「地区の自然」、「百

年以上続く地区の３つの祭り」、「八崎の謎クイズ」、「資

料編」、地区の史跡などを地図にまとめた「懐古マップ」

です。

　冊子は、町内の小中学校及び図書館や歴史資料館にも

　「萌えの子」は、渋川市立図書館で、毎月第１

と第３土曜日の月２回、子どもに本の読み聞か

せや紙芝居をする主婦のボランティアの会です。

　会が結成されたのは、昭和６０年１０月。読

書好きの子どもを育てるお手伝いをと、図書館

が呼びかけたのに応じ、市立渋川南小元教諭の

木村隆子（初代会長）をはじめとする３０代か

ら７０代の主婦が参加し結成しました。

　子どもが出会う本だから良い本を、心に残る

本をと、本選びに苦労しますが、真剣に見たり

聞いたりしている子ども達の姿を見ていると嬉

しくなります。

　以前は、近くの小学校、幼稚園、保育園から

読み聞かせの要請があり大勢の子ども相手の経

験もさせていただきました。また、県の依頼で

市外の幼稚園に行くこともありました。

　平成１８年１１月には、長年の功績を認めて

いただき、県教育委員会から表彰されました。

　最近は、他に小学校の PTA や各公民館での

読み聞かせの会が活動されております。

　現在「萌えの子」は、会員１０名で図書館で

定例会を月２回、西部公民館定例会を月１回、

老人施設訪問を月１回行っています。この他に

「七夕まつり」、「クリスマス会」、「ゆうあいピ

ックフェスティバル」に参加しております。子

どもと本を読むことに関心のある方（経験の必

要はありませんので）が参加してくださること

を待っております。

寄贈したので、興味

のある方はぜひご覧

ください。監修の今

井登先生が言われる

ように、「郷土を愛す

ることは、郷土を知

ることから始まる（野

口雨情）」を踏まえて、

本年度はマップを利

用した地区の散策や

冊子を基盤としたマ

ップ看板や案内板な

どの作成を実施して

います。
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ピックアップ ～公民館の活動団体を紹介します

　 秋会赤城教室
　～赤城公民館～
荘

所在地・連絡先：渋川市赤城町敷島568番地1　TEL56-2214・FAX56-4110

   ～金島公民館～
　金島エアロビックサークル（代表：髙橋多鶴子）は、平成１９年会員８名で始まりました。“元気の秘訣は
楽しく無理なく続けること”をモットーとして始めたサークルです。
　今では会員２６名となり、金島ふれあいセンターで隔週金曜日の午前中、軽体操・エアロビック・ヨガを、
休憩を入れながら、２時間弱小野里先生の指導で行っています。
　今年で結成１０年になりますので、会員の親睦を図るため日帰り旅行など計画しています。

　 島エアロビックサークル金
所在地・連絡先：渋川市金井1999番地１ TEL22-0241・FAX24-7690

　詩舞、荘秋会赤城教室では、第二、第四金曜日午前、赤城公民館和室にて、諸田荘秋先生を師とし稽古をし
ています。
　“詩舞”は、詩吟を習っている人以外の方には馴染みが薄く理解されにくいのですが、詩吟に付ける舞なので、
当然発表の場は詩吟の発表会になります。赤城町、渋川市文化協会、渋川広域の舞台であったり、芙蓉吟道会
の全国大会には、千葉、埼玉、神奈川等県外の大舞台にも立たせていただきます。その時は、歌謡と歌謡の間
に詩吟の入る“歌謡吟”で、詩吟部の皆さんの合吟に合わせ、舞わせていただきます。私達にとっては、身に
余る舞台となり、緊張は一

ひ と し お

入です。
　私と詩舞との出会いは、赤城村詩吟部の発表会でした。良寛作漢詩「半夜」を舞う先輩の南雲さんの、帽子
を被り扇を杖に“間”をとりながら老僧を演じ切る姿に心を打たれ、感動を覚えました。
　そんな時に勧められ入部、現在に至っております。十数年経て今、まだまだ見る人に感動を伝えられる舞に
至らず、苦慮する日々です。
　舞を通して、仲間づくりと人との出会いは何よりも得難く、余生の力とし元気なうちは生涯の学習と自負し、
続けていきたいと思います。
                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤城町　狩　野　千代子
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　５月１４日、高崎たばこ販売協同組合渋川支部女性部か
らの申込みにより、伊香保温泉ホテルきむらで応急手当普
及講座を開催しました。講師は、渋川広域消防署西分署の
救急救命士と消防士です。
　もしも自分の目の前で倒れている人がいたら、あなたは
何ができますか？渋川広域では、１１９番通報から救急車
が到着するまで平均で約１０分かかってしまいます。その
１０分の行動が救命率を大きく左右するのです。
　今回の講座では、バイスタンダー（発見者など現場に居
合わせた人）として動けるように、実践を通して心肺蘇生
法や AED の使用法を学びました。
　受講者からは「心肺蘇生法として胸骨圧迫を体験し、強
さやペースを確認することができました。」、「少人数で受け
られたため理解しやすく、体験にも積極的に参加できまし
た。」、「いざという時に今回の講座が活かせます。」などの
感想が寄せられました。
　「しぶかわ出前講座」では、市の職員などが様々な講座を

　現在、文化協会は、展示部門１２部会、演技部門１４部会の２６部会で活動しています。市民総合文
化祭は、部会の一年間の活動成果を発表する祭典です。
　展示部門は、総合作品展を子持社会体育館で行います。展示部門会場では、体験コーナーとして「押
し花体験：花のペンとしおり ( 材料費 350 円 )」、「キーケース作り ( 材料費 300 円 )」、「鉄道模型を操
作してみませんか ( 無料 )」を用意しています。
　また、演技部門は、下表の会場、日程で開催します。
　さまざまな発表がありますので、ぜひご覧ください。
　詳しくは、生涯学習課 (22-2500) または市ホームページでご確認ください。

●渋川市民会館　演技部門
詩吟発表会 10/  7(土)
歌謡発表会 10/  8(日)
合唱発表会 10/14(土)
器楽発表会 10/15(日)
歌舞伎発表会 10/29(日)
日本舞踊発表会 11/  4(土)
新舞踊発表会 11/  5(日)
舞踊・民族舞踊発表会 11/18(土)
民謡・民舞発表会 11/19(日)
ダンス発表会（小ホール） 11/19(日)

●子持社会体育館　展示部門
総合作品展　　　　　　　　 11/11(土)～12(日)
文学・書道・手工芸・美術・写真・華道・盆栽・園芸
囲碁将棋・一般公募・茶道

●子持社会体育館　演技部門
郷土芸能発表会　　　　　　　　　　 11/12(日)

●北橘公民館　演技部門
邦楽発表会　　　　　　　　　　　 　11/25(土)

トピックス～「応急手当普及講座」

心肺蘇生法の実践

無料でお届けします。対
象は、市内に在住・在勤・
在学している団体です。
平成２９年度からは「ぐ
んま県民カレッジ連携講
座」となりました。詳しく
は、生涯学習課（TEL２
２－２５００）へ。

お知らせ～平成２９年度　渋川市民総合文化祭お知らせ～平成２９年度　渋川市民総合文化祭

あなたの生涯学習
応援します !

●「しぶかわ出前講座」

　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。

◆メニュー … 平成29年度は69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
ジから印刷することもできます。

お問い合わせ：生涯学習課

（電話 22-2500）
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公民館 Letter

第３９回全国公民館研究集会・第５８回関東甲信越静公民館研究大会群馬大会
「おいでよ公民館～地域に根づいた、開かれた公民館を目指して～」開催

　８月２４日 ( 木 ) から２５日 ( 金 ) にかけて第３９回全国公民館研究集会・第５８回関東甲信越静公
民館研究大会群馬大会が前橋市で開催されました。
　渋川市は、第１分科会「高齢者・シニア世代と公民館」で「渋川市の地域課題に取り組むシニア世代」
について事例発表を行いました。
　渋川市の人口は約８万人ですが、そのうちの約３割が高齢者・シニア世代と呼ばれる方々です。その

・全国創作こけし美術展in渋川(左上)

　市内の現代の名工、黄綬褒章受章作家を含む、国内外

の作家が作る創作こけしを約 120 点一堂に展示します。

個性溢れる創作こけしの数々を間近で体感できます。

　今年度は、11月1日(水)～7日(火)渋川市民会館小ホー

ルで行います。

・渋川バンドフェスティバル(右上)

　市内の小中学校、高校、一般の団体 21 団体が演奏し

ます。幅広い曲目が演奏され、誰もが楽しめる演奏会です。

　今年度は、1 月 20 日 ( 土 ) 渋川市民会館大ホールで

行います。

・しぶかわスポーツクラブ(左下)

　しぶかわスポーツクラブは今年度設立した渋川市独自

の総合型スポーツクラブです。子どもからお年寄りまで

楽しめるスポーツの教室やイベントを各種開催していま

す。スポーツを楽しみながら健康な体づくりをしてみま

せんか。

　種目、会場など詳細については、しぶかわスポーツク

ラブ事務局 (26-3009) へお電話ください。

・しめ縄飾りづくり体験教室(右下)

　古代米の稲わらを使い、正月用のしめ縄飾りをつくりま

す。製作するのは「ごぼう巻き」と「輪飾り」の２種類です。

　今年度は、12月3日(日)八木原北会館(諏訪神社境内)

で行います。

　【申込み方法】広報しぶかわ・市ホームページに掲載さ

れてから、文化財保護課(52-2102)へお電話ください。

定員25名を超えた場合は抽選を行います。

No.22表紙写真の説明

なかで「学ぶ」「集う」「活かす」「創る」
という渋川市生涯学習推進計画の４つの目
標に沿って地域で活躍されているシニア世
代の方を紹介しました。
　渋川市の人口は減少傾向にありますが、
それに反して増加していくシニア世代の
方々は、今後の地域づくりに重要な役割を
担っています。
　公民館では、今後もシニア世代の方が地
域で安心して活躍できるような体制を整え
つつ、シニア世代の人づくりを推進してい
きたいと考えています。


