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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

　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」を実施しています。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していきます。
　今回は、今年度の前期（５月～ 10 月）にスタート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 30 年４月 26 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する予定です。

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

1
いつまでもお元気ヨーガ（介護予防） 
(石坂美香)

5/21(月)、6/11(月)、6/25(月)、7/9(月)、 
7/17(火)午前9時30分～11時

成人・高齢者 15
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。介護予防を目的としているので、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。

2
ココロとカラダをつなげるヨーガ 
(石坂美香)

5/22、6/5、6/19、7/3、7/17
(すべて火曜日)午後7時～8時30分

成　人 15
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
やさしく楽しいシニア英会話 
(茂原和代)

5/24、5/31、6/7(すべて木曜日) 
午後2時～3時30分

成人･高齢者 20 筆記用具

英語がまったくできない方でも大丈夫です。やさしく楽しく学べます。誰でも話せるよう
になります。会話を中心にすてきなおしゃべりもできます。ボケ防止にもなりま～す。

4
古典に学ぶ人生の知恵『論語』 
(関　竜二)

5/29、6/26、7/17、8/28、9/25、10/30、
11/27、12/25、1/29、2/26
(すべて火曜日)午前10時～11時30分

成　人 30 筆記用具

論語の素読を交えながら､内容をわかりやすく説明します。

5
呼び返そう！あの頃の歌声(Ⅴ) 
(島田實貴男)

6/3(日)、7/8(日)、8/4(土)、9/2(日)、
10/6(土)、11/4(日)、12/2(日)、1/5(土)、
2/3(日)午前9時30分～11時30分　

成　人 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。

6
香道入門 
(須田英子)

6/5、7/3、8/7、9/4、10/2
(すべて火曜日)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。

7
花時間 
(石田尚実)

6/9、9/15、2/9(すべて土曜日) 
午前10時～正午

成　人 
(毎回3,000円) 

10 持ち帰る袋

プリザーブド・アーティフィシャル・ドライフラワーを使ってアレンジやリースの他、人気
のハーバリウムを作ります。お花と向き合いリフレッシュしながら自分の作品づくりを楽
しみましょう。
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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

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

10
ココロとカラダをつなげるヨーガ 
(石坂美香)

6/21、7/12、7/19(すべて木曜日) 
午後2時～3時30分

成　人 15

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。

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

11
いつまでもお元気ヨーガ（介護予防） 
(石坂美香)

5/28、6/4、6/18、7/2(すべて月曜日) 
午前9時30分～11時

成人・高齢者 15

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。介護予防を目的としているので、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。

12
ココロとカラダをつなげるヨーガ 
(石坂美香)

5/29、6/12、6/26、7/10(すべて火曜日) 
午後7時～8時30分

成　人 15

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。

13
手打ちそば教室(前期) 
(干川重之)

6/7、6/14、6/21(すべて木曜日) 
午前9時～11時30分

成人 
(毎回500円)

10
タオル2本・エプロン・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。

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

14
日本の心｢日本の歌百選｣を
歌い継ごう！ 

（島田實貴男）

6/26、7/24、8/23、9/25、10/23、11/20、
12/25、1/29、2/26(すべて火曜日) 
午前9時30分～11時30分

小学生以上 20 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。

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

8
♪キーボード初級講座♪ 
(山崎京子)

5/23、6/6、6/20(すべて水曜日) 
午前10時～正午　

成　人 8
筆記用具・キーボード（貸
出可：期間中1，000円）・
あれば延長コード

キーボードの使い方を覚えてアンサンブルを楽しみましょう。

9
いつまでもお元気ヨーガ（介護予防） 
(石坂美香)

8/27(月)、9/10(月)、9/25(火) 
午前9時30分～11時

成人・高齢者 15

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。介護予防を目的としているので、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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15
すくすく親子ビクス＆ボディケア① 
(高野夏美)

6/1、6/8、6/15、6/22(すべて金曜日) 
午前10時～10時50分

親子(1ヶ月半～
1歳くらいの乳児)

10組

飲み物・汗ふきタオル・ヨ
ガマット(大きめのバスタ
オル)・運動しやすい服装・
運動靴

赤ちゃんにはマッサージや抱っこでのバランス運動など。ママは産後の回復に有効なエク
ササイズ・有酸素運動を行います。

16
すくすく親子ビクス＆ボディケア② 
(高野夏美)

6/1、6/8、6/15、6/22(すべて金曜日) 
午前11時～11時50分

親子(8ヶ月～
2歳くらいの幼児)

10組

飲み物・汗ふきタオル・ヨ
ガマット(大きめのバスタ
オル)・運動しやすい服装・
運動靴

歩行開始前から参加できます。運動遊びの中で言葉への興味も促します。ママは育児に有
効なエクササイズ・有酸素運動を行います。

17
手打ちそば教室(前期) 
(干川重之)

6/7、6/14、6/21(すべて木曜日) 
午後1時30分～3時30分

成　人 
(毎回500円)

10
タオル2本・エプロン・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
キーボード(楽器)入門講座 
(新藤宏美)

8/27、9/3、9/10(すべて月曜日) 
午後1時30分～3時30分

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

キーボードの使い方を覚えながら好きな音・リズムを楽しんでみましょう。

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

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

20
日本の心｢日本の歌百選｣を
歌い継ごう！ 

（島田實貴男）

6/14(木)、7/12(木)、8/9(木)、9/13(木)、
10/11(木)、11/9(金)、12/13(木)、1/8(火)、
2/14(木)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。

過去の講座の様子と感想
○講師の感想
・運営にあたっては、サークル活動が苦手な人でも気軽に参加
　できるよう心がけました。
・ある受講生が、この講座で友達ができたと喜んでいました。
○受講生の感想
・興味があったことを学ぶことができ、てとてもよかったです。
・講師の先生や他の受講生のみなさんと、楽しく学べました。

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

19
呼び返そう！あの頃の歌声(Ⅴ) 
(島田實貴男)

6/7、7/5、8/2、9/6、10/4、11/1、12/6、
1/10、2/7(すべて木曜日)午前9時30分
～11時30分(10/4、11/1、12/6は午後
1時30分～3時30分)　

成　人 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。
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ＶoiceＶoice　
市内で生涯学習活動を
　　行っている人の声

　田南北自治会生涯学習推進活動
　について

　民館運営に地域の力を

半田北部自治会長　田　中　賢　治 伊香保公民館運営委員　齋　藤　三千代

半 公
　半田自治会は南北で構成されますが、事業・会議は合

同で、会計は一つです。半田は市の南端に位置し、南は

吉岡町に隣接します。平成 29 年 12 月末時点の人口は

4,250 人、1,790 世帯です。

　自治会は祭りや文化祭などの様々な行事を育成会、婦

人会、ボランティアの会、清和会などの協力団体と共催

で実施します。参加者が同じようなメンバーや高齢者に

片寄る傾向があり、若年層から熟年層まで幅広く参加し

ていただける事業にしていくことが、今後の課題です。

　生涯学習推進活動の一つとして毎年６月に“半田ほた

る祭り”を開催します。「未来を担う子供たちに夢を与え、

心豊かな人に」との願いを込め 13 年間続けています。

祭り会場は坂東橋緑地公園の一角、市民プール駐車場の

東です。この場所は平成 16 年８月多くの住民の熱意と

協力によって、また、住民のパワーが行政をも動かし、

できあがりました。発端は平成 14 年の春、一人の住民

の「昔は子ども達が遊べる小川があったけど、今はない」

という一言でした。それでは、造ろうではないかと、足

かけ２年数カ月をかけ、コンクリートを使わない手づく

りの公園を完成させました。小川は約 120 ｍの長さです。

周辺と合わせて“せせらぎパーク”と名付けています。

　周りの花壇には四季折々の花を植え、春には周辺の桜

が満開になります。４月から 11 月まで、住民総出で第

１・３日曜日を中心に樹木の剪定、草刈りなどを行いま

す。“せせらぎパーク”は半田地域の財産として、心の

安らぎと癒しの場所として、末永く残していくことを誓

い合っています。住民の熱意と協力が実らせた手づくり

の“せせらぎパーク”にぜひ一度お立ち寄りください。

　私は昨年より、伊香保公民館運営委員として

活動に参加しています。その中で、地域のボラ

ンティアの方とともに関わらせていただいた講

演会の取組を紹介します。

　昨年 10 月に、伊香保公民館主催、しぶかわ

広域子育てネットあしたばが協力団体として、

“命”をテーマに講演会が開催されました。講師

は千葉県在住の「賀久はつ」先生。助産院を開

院し、４千件以上の出産に携わり、神の手を持

つとまで称された助産師さんです。

　昨年５月に行われた運営委員会で、以前にご

縁をいただいていた賀久先生を紹介し、検討し

た結果、平成 29 年度の講演会の講師にと話が

決まりました。

　講演会当日、ボランティアの方々は早めに集

合し、準備・受付・資料配布・演台の生け花等、

それぞれに担当してくれました。（協力をお願い

したときにみなさんは「私でお役に立てるなら」

と気持ちよく引き受けてくれました。）

　主催としての公民館の運営はもとより、協力

団体のあしたばが広報活動で参加者を集い、ボ

ランティアの方々が協力してくれたことが、こ

の講演会への大きな支援になったのだと思いま

す。

　生涯学習事業の活性化を“産み出す”には、

地域の方々が協力・参加とつながることが、と

ても大事なことだと改めて思いました。
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　 川子ども囲碁教室
　～古巻公民館～
渋

所在地・連絡先：渋川市八木原678番地　TEL22-1892・FAX24-7691

   ～北橘公民館～
　橘茶道会は、茶道を通して日本の伝統文化に親
しみながら会員の交流を深める活動をしています。
　講師は高橋宗成先生（裏千家）です。現在、定
年退職した方から子育て中の方まで、幅広い年代
の会員７人が、月３回、金曜日の午前中に静かな
時の流れの中で稽古を重ねています。合併後は北
橘地区以外の入会者もいます。
　３月に開催される北橘地区文化発表会でのお茶
会は、毎年 80 人前後の方がお茶を楽しんでくだ
さり、今年で 13 回目を迎えます。
　また、年２回程、北橘幼稚園年長児の皆さんに
茶道を体験してもらっています。お茶やお菓子の
いただき方を中心に、座り方やお辞儀の仕方、畳
の歩き方など、和室での所作についても触れ、「お
菓子おいしい！」、「もっと飲みたい！」などの声
に、私たちも張り切ってお茶を点

た

てています。茶
道の「お先に」、「どうぞ」、「いただきます」とい
ったやり取りから、園児たちに思いやりと感謝の

　 茶道会橘
所在地・連絡先：渋川市北橘町真壁2354番地 TEL52-2300・FAX52-2190

　「お願いします！｣。月曜日午後６時、子ども
達の元気な声が次々と公民館にこだまする。会場
の学習室は、午後７時半まで碁盤とにらめっこす
る子ども達の熱気にあふれる。
　行幸田保育園の年中さんから古巻中学校１年生
まで、22 人の会員がいる。女子も７人。子ども
達の腕はどんどん上がり、県の少年少女囲碁大会
で優勝する子が何人もでてきた。目標は全国大会
出場（団体戦）で、豊秋小と古巻小の参加児童が

公民館の
活動団体を紹介します

可能性を秘める。
　子どもにとっての囲碁の良さとは？
　１、礼儀正しくなる。
　２、負けを自分で引き受ける（他人のせいにし
　　　ない）。
　３、友達ができる。
　４、思考力が伸び、国語の読解力や数学の文章 
　　　題が得意になる。
　５、集中力が身に付き、スポーツや芸術面で活
　　　躍する子も多い（イチローも囲碁が大好き
　　　だった）。
　指導スタッフは３人。室長の鎌田清は、元古巻
小学校勤務。佐藤真琴さん（橘小学校校医）と田
村昭男さん（元小野上小学校長）は、子ども達の
指導がとても上手だ。見学、入会、退会、休会、
すべて自由。遅刻・早退もＯＫ。会費は無料。
　ぜひ、遊びに来てください。
　　　　　　　　　　　　室長　鎌　田　　　清

気持ちが育つことを願っています。
　このほかにも、会員の資質向上を図るために工
芸展などを鑑賞する機会を設けています。茶碗や
香合などの作品鑑賞だけでなく、映画「利休にた
ずねよ」を観に行くなど、会員同士の交流も図っ
ています。
　これからの私たちの目標は、お点

て ま え

前の所作が美
しくできるようになることです。このことを一人
ひとり心がけながら、精進していきたいと思って
います。

会長　近　藤　玲　子
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　湯の町として栄えてきた
伊香保町は、多くの文人墨
客が訪れ、様々な作品の舞
台となってきました。な
かでも伊香保温泉が全国
に知れわたるようになっ
たのは、徳冨蘆花の小説
「不

ほ と と ぎ す

如帰」の冒頭で紹介さ
れてからです。
　明治元年（1868年)、現
在の熊本県水俣市に生まれ
た蘆花は、同志社大学に学

　三国街道の脇往還に接してい
る子持の白井宿は、多くの旅人
が往来する、市場町として繁栄
してきました。この地域では17
00年代から句会が行われ、中山
道、三国街道、例幣使街道の宿
場町から大勢の人々が集まって
俳句を楽しんでいました。昔日
の白井俳壇の様子は、保存され
ている多くの江戸期の句集や短
冊などにより、現在に伝えられ
ています。
　過去の白井俳壇を偲び、先人
たちが築いた文化の香り高い故
郷を甦らせるため、平成３年に
かつての句会が、｢三国脇往還白
井宿彌酔の句会」として旧子持
村で復活しました。この句会は
旧暦の彌生（弥生）月の「彌｣、
白井宿・子持村に俳句の花を開
かせた江戸の俳人、白

し ら い

井鳥
ち ょ う す い

酔の
「酔」から彌酔の句会と名付け
られました。また、彌酔という
言葉は、彌生のころの暖かい陽
気に、花が咲き草木が生い茂る
風情に酔う、とも解釈できるで
しょうか。
　江戸の風情が残る白井宿にお
いて、八重桜が咲き乱れるなか
行われる彌酔の句会。今年は４
月22日に開催されます。

◆日　時　４月22日（日）
・参加受付：午前９時～10時
　（投句は午前11時まで）
・アトラクション：午後１時～
　１時50分（渋女高ギター・マ
　ンドリン部の演奏）
・表彰式：午後２時～３時
◆ところ　子持老人福祉センター
◆参加料　1,000円

徳
とくとみ

冨蘆
ろ か

花と伊香保温泉

び、兄である徳富蘇
そ ほ う

峰が民友社を設立すると、その社員と
なりました。蘆花は、明治31年５月に愛子夫人と初めて
伊香保を訪れ、３週間の伊香保滞在中に水澤寺や榛名湖に
足を運びました。このときの印象が名作「不如帰」に使わ
れたといわれています。
　伊香保を愛した蘆花は、生涯で 10 回伊香保を訪れまし
た。病に倒れ自分の死期を悟ったときも、医者の制止を押
し切り世田谷の自宅から伊香保へ来て療養生活をおくり、
常宿となった伊香保の旅館の離れで 60 年の生涯を閉じま
した。現在、その終焉の間は、徳冨蘆花記念文学館内に移
築されています。
　今年は、蘆花が生まれてから 150 年となる節目の年と
なることから、徳冨蘆花記念文学館では、【徳冨蘆花生誕
150 年特別企画展】を開催します。
　常設展示に加え、蘆
花愛用の眼鏡やコート
などの遺品を世田谷の
「恒

こうしゅんえん

春園」から特別に
借用し展示するほか、
蘆花が常宿としていた
旅館へ送った書簡など
の展示も行います。

【徳冨蘆花生誕150年及び文学館開館30年特別企画展】
開 催 機 関　９月１日（土）～11月30日（金）
開 館 時 間　午前８時30分～午後５時
　　　　　　（最終入館は４時30分まで)
入　館　料　350円
問い合わせ先　72-2237
休　館　日　年中無休（臨時休館の場合あり）

トピックス②

トピックス①

三
みく に わ き お う か ん し ろ い じ ゅ く や よ い

国脇往還白井宿彌酔の句会
～花に酔い人情に酔う～

お問い合わせ：生涯学習課
（電話 22-2500）
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公民館 L
ﾚ　　ﾀ　　ｰ

etter
　渋川市の公民館では、人権
教育を大きな課題の一つとし
て考えています。人権につい
て学び公民館運営や講座企画
に活かすため、また職員自身
の人権感覚を磨くため、草津
町の重監房資料館で研修をし
てきました。
　重監房とは草津町にある国
立療養所栗生楽泉園内にあっ
たハンセン病患者を対象とし
た懲罰用の建物で、正式名称
は「特別病室」といいました。

　市では、｢男女共同参画」に関するテーマで
出前講座を行っています。｢男女共同参画」と
いうと、男女平等、堅苦しいもの、女性のため
だけのもの、といったイメージをもたれがちで
すが、この出前講座では、私たちが生活してい
る中で、家庭や地域、学校、職場などの様々な
場面で感じる「女性だから、男性だから」と
いった性差や事柄に対する「なぜ？」や「どう
して？」という違和感や疑問についてお答えし
ます。また、渋川市や群馬県、世界の中の日本
の現状など、みなさんが驚くようなデータも交
えてわかりやすく説明します。誰もが性別に関
わりなく、いきいきと自分らしさや能力を発揮
して生活できるよう、お話を聞いてみませんか。

しぶかわ出前講座から
～「男女共同参画」ってなに？～

渋川市公民館主事研修会「重監房資料館」

　過去に受講した人からは、「身近な話題でわ
かりやすかった。」、「共感できた。」との感想が
寄せられました。
　「しぶかわ出前講座」では、市の職員などが
様々な講座を無料でお届けします。市内に在
住・在勤・在学している団体であれば申し込む
ことができます。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（TEL22-2500）へ。

しかし、実際には治療は行わ
れず、「患者を重罰に処すため
の監房」として使用され、特
に反抗的とされた患者が収監
されていたそうです。重監房
資料館は、重監房とハンセン
病問題に関する資料の収集・
保存と調査・研究の成果を発
表することにより、命の大切
さを学び、広くハンセン病問
題への理解を促すことで、ハ
ンセン病をめぐる差別と偏見
の解消をめざす活動をしてい

ます。
　現地では学芸
員の方に丁寧に
解説をしていた
だき、ハンセン
病や、ハンセン
病にかかった方
々がどのような
苦難の歴史を歩

トピックス③

んでこられたのかを深く知る
ことができました。見学した
職員はみな、自分たちが住ん
でいる地域からそれほど遠く
ないところにこのような施設
があったこと、さらに、差別
や偏見が現在も続いている問
題であることなどを知り衝撃
を受けました。また、資料館
や関係者の方々がハンセン病
の負の歴史に向き合う姿勢や、
それを後世に語り継ぐための
取り組みも知ることができ、
このような地道な取り組みが
差別や偏見の解消につながっ
ていくのだと実感することが
できました。
　実際に重監房資料館を題材
とした講座を企画した公民館
もあり、今後もこうした研修
を通して人権の課題に取り組
んでいきたいと考えています。

精巧な模型を使った臨場感ある解説


