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　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、今年度の後期（11月～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。（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　令和元年 10月 11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。申込者が５人未満の

講座は、中止となります。

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 22-4321　FAX 20-1202）

１ コードを覚えてキーボードを弾こう！
（山崎京子）

11/1、11/8　午前 10 時～ 11 時 30 分
11/22、11/29　午後 1時 30 分～ 3時（す
べて金曜日）

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

キーボードの自動伴奏機能を使ってかっこよく弾きましょう。（弾きたい曲の楽譜がある人は持っ
てきてください）

２ 香道入門教室
（須田英子）

11/5、12/3、1/7、2/4（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。

３ からだケアエクササイズ
（高野夏美）

11/19、11/26、12/3、12/10（すべて火
曜日）
午前 10 時～ 11 時 30 分

成人女性 15
運動靴・ヨガマットまたは大
きめのバスタオル・飲物・汗
ふきタオル・動きやすい服装

自分の身体と向き合う時間を作りませんか。ストレッチや骨盤回りを中心としたエクササイズや有
酸素運動により心地よい身体づくりを目指します。

４ ≪季節のフラワーアレンジ≫昼
（幸野弘子）

11/21、12/19、1/16、2/20（すべて木曜日）
午前 10 時～正午

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をメインに〈クリスマス・御正月・梅春・おひなさま）のオブジェを作ります。
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。

５ ≪季節のフラワーアレンジ≫夜
（幸野弘子）

11/22、12/20、1/17、2/28（すべて金曜日）
午後 7時～ 9時

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をメインに〈クリスマス・御正月・梅春・おひなさま）のオブジェを作ります。
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 楽しい水墨画
（猪熊きみ江）

2/5、2/12、2/19、2/26（すべて水曜日）
午前 10 時～正午 成人・高齢者 20

大小筆・白い皿・雑巾・水入れ・
墨・下敷・和紙（無い方は初
回 300 円で頒布可）

墨と水、筆を使い、季節の花や気に入った風景などを描きます。

７
正しい栄養の知識を学んで病気を予
防しましょう
（阿左見知恵）

11/5、11/12、11/19、11/26（すべて火
曜日）
午後 7時～ 9時

成　人
（初回 500 円） 30 筆記用具

４回の学習で（１）栄養の基礎（２）生活習慣病予防（３）アレルギー予防（４）サプリメントの
正しい選び方を学び、自分の体の材料である栄養の正しい知識を身に付けて健康な毎日を過ごしま
しょう。

８
マインドフルネスヨガ～呼吸に意識
を～
（南雲美紀）

11/10、12/8、1/19、2/2、2/16
（すべて日曜日）午後 6時 30 分～ 8時 成　人 10 ヨガマット・タオル・飲物

体を動かすには、まず呼吸を意識していきます。自分の体と向き合い心の声を聴いて「体内エネル
ギー」を感じてみませんか？ゆったりしたヨガです。一緒に心と体を一つにしていきましょう。

わくわく学び塾後期受講生募集

教える喜びと　教わる楽しさ
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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

９
妊活・妊娠・子育てに必要な栄養を
学ぼう
（阿左見知恵）

2/4、2/11、2/18、2/25（すべて火曜日）
午後 7時～ 9時

成　人
（初回 500 円） 30 筆記用具

４回の学習で（１）栄養の基礎（２）妊活・妊娠のための栄養（３）子供の成長に必要な栄養（４）
サプリメントの正しい選び方を学び、正しい栄養の知識を身に付けて健康な子供を育てましょう。

10 ストレッチヨガと星
（寺尾文子）

11/13（水）、11/27（水）、12/11（水）、
12/25（水）、1/12（日）、1/26（日）、
2/9（日）、2/26（水）
午後 6時～ 7時

成　人 10 ヨガマットまたはバスタオル・
飲物・動きやすい服装

新月、満月に合わせて心と身体のストレッチヨガを行います。ストレッチが主になります。皆様の
波動を上げていきます。初心者大歓迎です。

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

11 ココロとカラダをつなげるヨーガ
（石坂美香）

11/12、11/26、12/3、12/10
（すべて火曜日）午後 7～ 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 ｢今ここ｣ 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。

12
日本の心「日本の歌百選」を歌い継
ごう！
（島田實貴男）

11/20（水）、12/20（金）、1/20（月）、
2/19（水）
午前 9時 30 分～ 11 時 30 分

小学生以上 30 筆記用具・飲物

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
45 曲の「歌唱指導」及び「時代背景、作詞者・作曲者の紹介」など。

13
妊活・妊娠・子育てに必要な栄養を
学ぼう
（阿左見知恵）

12/3、12/10、12/17、12/24（すべて火
曜日）
午後 1時～ 3時

成　人
（初回 500 円） 25 筆記用具

４回の学習で（１）栄養の基礎（２）妊活・妊娠のための栄養（３）子供の成長に必要な栄養（４）
サプリメントの正しい選び方を学び、正しい栄養の知識を身に付けて健康な子供を育てましょう。

14
正しい栄養の知識を学んで病気を予
防しましょう
（阿左見知恵）

1/7（火）、1/16（木）、1/21（火）、1/28（火）
午後 1時～ 3時

成　人
（初回 500 円） 25 筆記用具

４回の学習で（１）栄養の基礎（２）生活習慣病予防（３）アレルギー予防（４）サプリメントの
正しい選び方を学び自分の体の材料である栄養の正しい知識を身に付けて健康な毎日を過ごしま
しょう。

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

15 紅茶を楽しむ
（堤洋子）

11/20、12/11（すべて水曜日）
午後 1時 30 分～ 3時 30 分

成　人
（初回 500 円） 10 無し

紅茶の種類や入れ方などを学びながら、実際に味わってみましょう。ティーバッグで美味しく入れ
る方法も教えます。第 1回　紅茶の基礎知識、第２回　美味しい紅茶の入れ方

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

16 手打ちそば教室（後期）
（干川重之）

10/24、10/31、11/7（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  北橘公民館（TEL 52-2300　FAX 52-2190）

17 ３Ｂ体操
（山田京子）

11/5（火）、11/12（火）、11/19（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分
12/2（月）、12/9（月）、12/16（月）
午後 7時～ 8時 30 分

成　人 10 室内用の靴・飲物・バスタオ
ル等の敷物

ボール、ベル、ベルターの用具を使って誰でもできる楽しいリズム体操です。
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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

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

18 手打ちそば教室（後期）
（干川重之）

10/24、10/31、11/7（すべて木曜日）
午後 1時 30 分～ 4時

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。

19 ０歳からの親子ビクス＆ボディケア
（高野夏美）

11/6、11/13、11/20、11/27
（すべて水曜日）午前 10 時～ 10 時 50 分

親子（２カ月～
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

赤ちゃんにはママとの触れ合いや抱っこでのバランス運動など。ママには産後の回復に有効なエク
ササイズや有酸素運動を行います。

20 １歳からの親子ビクス＆ボディケア
（高野夏美）

11/6、11/13、11/20、11/27
（すべて水曜日）午前 11 時～正午

親子（１歳～３歳
くらいの幼児） 15 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

親子でスキンシップを図りながら、歩行やバランス感覚を促します。ママには骨盤メンテナンスや
育児に有効なエクササイズを行います。

21 働く女性のからだケアエクササイズ
（高野夏美）

11/17、11/24、12/1、12/8
（すべて日曜日）午前 9時 30 分～ 11 時 成人女性 15

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

自分の身体と向き合う時間を作りませんか。ストレッチや骨盤回りを中心としたエクササイズや有
酸素運動により心地よい身体づくりを目指します。

　弊館は伊香保温泉の中心ともいえる「石段街」
の程近くに位置し、静かなたたずまいの中、明
治の文豪徳冨蘆花の作品と生涯の軌跡を展示し
ています。
　蘆花が定宿としていた旅館の離れを昭和 32
年に現在の場所に移築し、長年にわたり記念館
及び公民館として利用していましたが、平成元
年、小説「不如帰」によって伊香保温泉を広く
世に知らしめた徳冨蘆花の伊香保温泉に対する
功績と作家としての足跡を永く後世に伝えるた
め、蘆花が逗留していた当時の離れを復元する
とともに、鉄筋コンクリート建ての展示館を設
置し、新たに「徳冨蘆花記念文学館」としてオー
プンしました。この施設は、常設展示室、企画
展示室及び喫茶室からなる「展示館」と蘆花の
終焉の間を保存した「記念館」に分かれており、
展示館では蘆花の書簡や当時の写真のほか、遺
品、文学作品など時代背景資料を幅広く展示し

ながら、その生い立ちなどを紹介しています。
　伊香保の温泉と自然をこよなく愛した蘆花
は、生涯で十回ほど東京の千歳村粕谷（現在の
世田谷区粕谷）の自宅から伊香保を訪れ、その
都度数週間から数カ月にわたる逗留をしまし
た。伊香保温泉では、蘆花の命日である９月
18 日に毎年「蘆花祭」を開催しています。
　弊館では皆様に文学を身近に感じていただく
ため、毎年文学サロン（講演会）を開催してお
り、11 月 20 日には小説「長いお別れ」の作者
中島京子氏による講演会を予定しています。秋
の澄んだ空
気の中、文
学サロンへ
の参加をお
待ちしてい
ます。

ピックアップ市施設の活動を
紹介します

冨蘆花記念文学館徳
所在地・連絡先：渋川市伊香保町伊香保 614 番地８　TEL 72-2237・FAX 72-2237
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　令和元年度の「しぶかわ市民まなびの日」は、いつも
とひと味違います！
　しぶかわ市民教育の日実行委員会の 33 団体に加え、
新たに渋川市国際交流協会、渋川市聴覚障害者福祉協会、
群馬ヤクルト販売株式会社、前橋総合技術ビジネス専門
学校のご協力を得て、子どもから大人まで楽しめる体験
コーナーを多くご用意しました。各体験コーナーをまわ
るスタンプラリーの達成者には、景品をお渡しします。
びっくりするような景品もありますので、ぜひお楽しみに！
　手話、異文化、栄養、折り紙、オリジナル缶バッジづ
くり、サイエンス、公民館のこと、移動式赤ちゃんの駅、
防災非常食など簡単な “ まなび ” やちょっと難しい “ ま
なび ” を体験して学ぶ喜びを感じてもらえると嬉しいで
す。百聞は一見にしかずです。

●名　称　しぶかわ市民まなびの日
●日にち　令和元年 11 月 16 日（土）
●時　間　午前９時～正午
●会　場　北橘公民館
　　　　　（渋川市北橘町真壁 2354 番地）
●参加費　すべて無料
●問い合わせ先
　市教育委員会生涯学習課　　　電話：0279-22-2500
　当日は、北橘公民館　　　　　電話：0279-52-2300

　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。演技部門は、下記の日程、会場で開催します。
　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。

　渋川市婦人会連絡協議会では、毎
年渋川市「家族の日」大会を開催し
ています。
　市内の小・中学生を対象に募集し
た家族に関する作文の発表、入賞者
の表彰を行います。家族をテーマに
した作文の発表をとおし、家族や絆
の大切さについて考えることのでき
る機会となっていますので、ぜひお
越しください。

●日にち　令和元年 10 月 19 日（土）
●時　間　午後１時 30 分～
●会　場　金島ふれあいセンター
●問い合わせ先
　　　　　市教育委員会生涯学習課
　　　　　（電話：22-2500）

新たな“まなび”を発見できる

令和元年度　渋川市民総合文化祭

令和元年度 渋川市
「家族の日」大会

北橘公民館（ふれあいセンター）

10月13日（日） 囲碁将棋
10月26日（土） 器楽発表会
10月27日（日） 合唱発表会
11月２日（土） 民族舞踊発表会
11月３日（日） 日本舞踊発表会
11月17日（日） 歌謡発表会
11月23日（土） 邦楽発表会
12月８日（日） 舞踊発表会

金島公民館（ふれあいセンター）

10月６日（日） 詩吟発表会

11月２日（土） 新舞踊発表会

12月１日（日） 民謡・民舞発表会

赤城公民館

11月17日（日） 歌舞伎発表会

子持公民館

11月24日（日） ダンス発表会

子持社会体育館

11月９日（土）
　　10日（日）

総合作品展

11月10日（日） 郷土芸能発表会

トピック
ス

①

トピック
ス

③

トピック
ス

②

（平成30年度 発表風景）

（5）



〜市内で生涯学習活動を行っている人の声

　昭和から、平成、そして令和

へと、元号の変遷とともに世の

中の進化も著しいものです。そ

んな目まぐるしくうつろう時代

の中において、ひたすら家業に

専念しながら子育てに励む、今

よりも少しだけ若かった私がふ

と立ち止まれたあの時、そう、

1993 年に群馬県女性国外研修

団員として参加し、経験した貴

重な体験を通して今まで気付け

なかった「家業と家庭の外」に

目を向ける機会を得られたこと

で、私の人生観は大きく変わり

ました。

　地域の人との繋がりを何より

も大切にすべきだと強く感じた

私は、まず「八木節　梅和香会」

を立ち上げました。趣味を

同じくする者同士が体力・

仲間作りを目標に集まり、

地域のイベントや老健施設

等の慰問に積極的に参加し

たり、コミュニティーの場

としても大変に重宝したり

と、太い絆で結ばれている

この会は、私にとって

大切な居場所の一つに

なっています。

　その後、老人クラブ

の女性部長を命ぜら

れ、その重責に大きな

不安を抱えながらも、

懸命に私なりに活動を

展開してまいりまし

た。未だに根強く残る男女格差

の解消に少しでも繋がればとの

思いで始めた民踊では、女性部

役員さんたちの活力が大いに発

揮されておりますし、週に一度

の集まりがその活力を糧に大き

な効果を生み、昨年は詐欺防止

啓発協力で群馬県と群馬県警か

ら表彰を受けました。これら日

頃の活動は老人会の広報誌でも

紹介され、活動の励みにもなり

ました。

　今年度も更なる活動に全力で

取り組み、会員同士の絆がより

一層深まることを願いつつ、地

域の人たちと繋がれている幸せ

を忘れることなく前進してまい

ります。

　地域課題対策チームは平成

26 年度に立ち上げられ、市生

涯学習課や各地区の公民館と協

力して地域づくりを支える人づ

くりをめざして自主的な活動を

行っています。

　私は地域課題対策チームに

28 年度の生涯学習推進指導者

養成講座修了後に誘われて参加

し活動を続けています。自治会

活動の中で生涯学習推進に関し

て、地域の歴史遺跡の発掘調査

や防災（地震・台風・噴火・火

災）に興味をもっていましたの

で、知らなかった事柄を色々と

知る機会を得て、対策チームの

会議に出席して、楽しい雰囲気

の中で自由な意見を述べさせて

いただいています。事業内容の

検討やコースの選定およびパン

フレット作成では、地域の村誌・

歴史書・書籍は公民館図書館を

利用させていただき、いざ事業

の実施では現地を足で歩いて見

聞して、運動不足解消を図るた

私 のいきがい 「地 域づくり」から
をめざして

「人づくり」の拡大発展
赤城町　青　木　マサヱ 地域課題対策チーム　竹　渕　幸　雄
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〜市内で生涯学習活動を行っている人の声

めのウォーキングは健康保持の

一助となっています。

　活動経過では平成 27 年度は

赤城地区、平成 28 年度は小野

上地区、平成 30 年度は北橘地

区で行い、令和元年度は子持地

区で「ふるさと再発見 in こも

ち　みんなでさ・ん・ぽ　ぐるっ

と歴史めぐり」と題して白井城

祉・白井宿・雙林寺・黒井峯遺

跡を回りました。普段経験でき

ない雙林寺の座禅体験、黒井峯

遺跡では６世紀中頃の榛名山二

ツ岳の噴火による厚さ２メート

ル以上の軽石層に竪穴式住居・

平地式建物・畠は埋没された広

い荒野に立って、古墳人の生活

を顧みて恐怖はいかばかりで

あったかと思いを巡らしている

ところです。

　地域課題対策チームでの今後

の活動の拡大発展と末永い継続

をしていきたいと思っておりま

す。

導者がいないため自然消滅して

しまうことが多々ありました。

　あらためて、現状の新町の年

間における生涯学習の活動を分

類して見ると以下の通りとなり

ます。

「学ぶ」：市の出前講座を活用し

学習

「集う」：新町秋葉神社の例祭

（春・秋）、十二様参拝、BBQ

大会、敬老会、クリスマス会、

新年会、輪投げ研究会

「活かす」：東部公民館地区新春

作品展への出品促進

「創る」：活動の「見える化」を

図るため、こまめな情報の発信

　今後は、地域の皆さんが参加

してみたいと思う活動を提案

し、それを「集って、学び」、「学

びを実践」し、「実践を継続す

る指導者を養成」し、「新たな

活動体」を地道に創っていくこ

とが、自治会として『町内のコ

ミュニケーションの活性化』を

図る近道ではないかと考えてい

ます。

　自治会長となって３年目とな

りますが、「どうしたら、地域

のコミュニケーションをより活

発にしていけるのだろうか。そ

れも、世代間を超えて。」が、

現在の大きな課題となっていま

す。

　初めて自治会長に就任した際

に掲げた目標は、『活動の見え

る化』と『コミュニケーション

の活性化』の２つでした。

　この２年で、『活動の見える

化』については、ほぼ目標通り

に推移しておりますが、『コミュ

ニケーションの活性化』につい

ては、色々と苦戦しているのが

現状です。

　この苦戦は、少子高齢化・核

家族化・隣近所の付き合いの希

薄化・65 歳～ 70 歳への定年

延長・女性の就労の増加・引き

こもり等々、現代社会の変化に

起因しているため、自治会単位

での取組では対応が難しくなっ

ております。

　また、新町で長く続いていた

生涯学習でも、それらの指導者

が亡くなると、次に引き継ぐ指

生域づくり」から
をめざして

涯学習をあらためて考えてみる「人づくり」の拡大発展
地域課題対策チーム　竹　渕　幸　雄 新町自治会長　西　田　康　一
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Letter 渋川市の公民館と高等学校との連携
レ タ ー

　公民館で行う地域づくりには、高齢者同士、成人同士、子ども同士といった同世代をつなぐ「横のつな
がり」はもちろん、異なる世代をつなぐ「縦のつながり」をつくることも重要です。この「縦のつながり」
をつくるため、高校生が活躍しています。今回は、高校生が公民館事業で講師やスタッフとして活躍する
姿を、一部ですがご紹介させていただきます。

〇渋川東部公民館

　渋川東部公民館では、６月 22 日（土）に恒例
の「七夕まつり世代間交流会」を開催。自治会や
育成会など地域の方々に交じって渋川工業高等学
校 JRC 部のみなさんがボランティアスタッフと
して参加。様々な遊びや体験コーナーの係員とし
て、地域の方々や子どもたちと楽しく交流しまし
た。子どもたちの尊敬と親しみが入り混じった表
情と、高校生の照れながらも嬉しそうな笑顔が印
象的でした。

〇伊香保公民館

　伊香保公民館では、８月２日（金）に渋川女子
高等学校の文芸部による「読書感想文書き方教室」
を開催。文芸部オリジナルの「書き方シート」を
使って、高校生が小学生に読書感想文の書き方を
指導しました。休憩時間には自然に腕相撲大会が
始まり盛り上がるなど、すっかり打ち解けた様子
でした。高校生には教えることをとおして充実感
と自信が高まる機会となったようです。小学生に
は教わることをとおして少し先の自分をイメージ
するきっかけになったようです。

あなたの生涯学習、応援します！
●「生き活き楽習」

お問い合わせ：生涯学習課（電話22-2500）

　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。

◆講座内容 … 2019 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。

公民館公民館
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