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　公民館では、講師と受講生が協力し、自主的に講座を運営していく「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）。
　　　　　　※原則として徴収した参加料の払い戻しは行いません。
◆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３年10月８日（金）
◆そ の 他　申込者が５人未満の講座は、中止となります。
　　　　　　申込者が定員（下表参照）を超えた場合は、抽選となります。
　　　　　　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。
　　　　　　※歌唱や体を動かす講座でも必ず着用してください。
　　　　　　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
香道入門教室
(須田 英子)

11/5、12/3、1/7、2/4(すべて金曜日)
午後1時30分～3時30分

成人
(毎回1,000円)

8
筆記用具､

扇子(持っている人)

大名家の香道です。雅な香りを楽しんでみませんか。すべて第一金曜日の開催です。

2
戦後の反戦平和運動とポツダム宣言
の再検証

（萩原　猛）

11/6、12/4(すべて土曜日）
午後1時40分～3時40分

成人・
高校生・大学生

10 筆記用具

敗戦後76年、反戦平和運動と日本の出発点・ポツダム宣言を再検証する。

3
紅茶講座

（堤　洋子）

11/13、11/27、12/4、12/18(すべて土曜日)
午後1時30分～3時30分

成人
（毎回500円）

8

紅茶の基礎と入れ方を楽しく学んでみませんか。

4
季節のフラワーアレンジ≪昼≫
(幸野 弘子)

11/19､12/17､1/21､2/18(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)､ハサミ

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、季節を感じる飾り物を作
ります。作る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)

11/19､12/17､1/21､2/18(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)､ハサミ

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、季節を感じる飾り物を作
ります。作る楽しさと出来上がった時の喜びを感じてほしいです。

6
鍵盤ハーモニカを吹こう

（山崎　京子）

11/19､11/26､12/3､12/10(すべて金曜日)
午後1時30分～3時

成人 10
鍵盤ハーモニカ、ハンカチ２枚ま
たはタオル２枚、使い捨てマスク

家庭に眠っている鍵盤ハーモニカを活用して、呼吸器系、口腔機能を向上させながら、楽し
く音楽をしませんか。
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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 渋川公民館 （TEL 22ｰ0999 FAX 24ｰ7689)

7

≪心身の休息≫
アロマセラピーによるヘルスケア・
スキンケア・ヘアケアを学ぶ
(丸橋 文子)

11/8、11/22、12/6、12/20、1/17、
1/31、2/14、2/21(すべて月曜日)
午前10時～12時

成人、高齢者
(毎回2,000円)

15 筆記用具

アロマセラピーの歴史や、精油による身体と心のケアの方法を楽しく学びます。肌にやさし
い植物エキスや自然素材で化粧品などを作る体験もあります。

8
子どものためのフラダンス
(平石 春江)

11/5、11/12、11/19(すべて金曜日)
午後7時～8時30分

小中学生 10 飲み物、タオル

フラダンスの基本を学びます。曲に合わせて踊りましょう。

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

9
ZUMBAで楽しく運動習慣（ダンス
フィットネス）
(佐藤 美幸)

11/26､12/10、1/28、2/11(すべて金
曜日)
午後7時～8時

中学生以上、成人 20
運 動のできる服装、運 動靴

（バスケットシューズやダンス
シューズなど）、飲み物、タオル

世界の様々な音楽を使って踊るように行う「ズンバ」で楽しく汗を流しましょう。ダン
スやダンスフィットネス未経験の方も楽しめる講座です。

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

10
みんなで楽しいフラダンス
(平石 春江)

12/3、12/10、12/17(すべて金曜日)
午前10時～11時30分

成人、高齢者
（女性）

10 飲み物、タオル

フラダンスの基本を学びます。曲に合わせて踊りましょう。

11
土曜フィットネス
(高野 夏美)

11/6､11/13、11/20、12/4(すべて土
曜日)
午後1時30分～3時

成人 15
運動用シューズ、ヨガマットまたは
バスタオル、運動に使用するフェイ
スタオル、汗拭き用タオル、飲み物

楽しく動きながら体力アップを図ります。エアロビック・トレーニング・ストレッチで血行促進・
脂肪燃焼していきましょう。

12
からだを整える～腰痛予防コンディ
ショニング
(高野 夏美)

11/19、11/26、12/3(すべて金曜日)
午後1時30分～3時

成人、高齢者 15
ヨガマットまたはバスタオル、
運動に使用するフェイスタオ
ル、汗拭き用タオル、飲み物

使いすぎている筋肉と使えていない筋肉のバランスを整え、楽に動かせる体づくりを行いま
す。呼吸と連動させ背骨周りをほぐしていきます。

13
今日からはじめる！生前整理教室
(長谷川 由紀子)

11/19、12/17、1/21(すべて金曜日)
午前10時～12時

成人、高齢者 10 筆記用具

生前整理は、物・心・情報を整理することで自分らしく生きることができる究極のお片付けです。
少しでも悔いの少ない人生を生ききるために体も心も元気な今こそ、生前整理をはじめてみま
せんか？心豊かな人生を送れるように生前整理の方法をわかりやすくお伝えします。

会場・連絡先 豊秋公民館 （TEL 22ｰ0312 FAX 24ｰ7692)
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ＶoiceＶoice 市内で生涯学習活動を行っている人の声
　大人の仲間入りしてから数十年経ちましたが、仕事
に追われて自分のことしか考えていないのでは？と思
い、これからは少しでも大人の仲間として、生涯学習
のつもりで、ボランティア活動のお手伝いをさせてい
ただこうとＮＰＯ法人渋川広域ものづくり協議会に参
加させていただきました。協議会の活動として、駅前
花壇の手入れや中村のアナベル、渋川インター付近の
国道沿い（白色のアジサイ）・渋川アジサイ公園の上段
に在る小野池里山（市民花壇 NPO 管理）草花の手入れ
など楽しみながら日々過ごしております。
　また、良い仲間に出会い、黒井峰遺跡では早朝散歩
や趣味の写真撮影を楽しんでいる方など、多くの方が
趣味や運動に頑張っています。ギターを演奏する方・
発声練習をしている方・手作りホルンを演奏する方な
どに会うことができ、色々なお話を伺い人生の勉強を
させていただきました。ことわざに「早起きは三文の
徳」とありますが、そのとおりですね。これからも多
くの友達また先輩方から人生勉強させていただき、私
にとっての生涯学習を行いたいと思います。
　コロナ禍で公民館等施設の利用制限があり、思うよ
うに活動ができず残念ですが、生涯学習の活動や文化
活動にも力を入れて皆さんと共に頑張って行きたいと
思います。一日も早く普通の生活に戻れるように願い
ながら、これからもご協力と、ご指導のほどよろしく
お願いいたします。

　の生涯学習
渋川市文化協会　会長　入澤　靖夫

私

あなたの生涯学習、応援します ! ①あなたの生涯学習、応援します ! ①

お問い合わせ：生涯学習課（電話 22-2500）

「しぶかわ出前講座」「しぶかわ出前講座」

ぐんま県民カレッジ連携講座ぐんま県民カレッジ連携講座

　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へ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 … 令和３年度は60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。
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市内で生涯学習活動を行っている人の声

　「自分らしく生ききるを支えたい！」これが私の願
いです。そのために、足からの健康に繋がる「靴の
おはなし」「足のお手入れ・運動」などの講座と、巻
き爪や変形爪、厚い爪、タコ、魚の目等で困ってい
る方のご自宅（訪問フットケア）で足を整えるお手伝
いをさせて頂いています。「足」は第二の心臓。しか
し、残念ながらコロナの予防接種が済んでも、外出
の機会やコミニティ交流の機会が減少したままです
ね。
　足は身体の基盤であり唯一の接地部、つまり足に
トラブルがあると、膝や腰・股関節の痛み、肩こ
り、頭痛など全身に影響が現れます。ご高齢者であ
れば、爪の異常やタコがあるとバランスや踏ん張る
力が低下し転びやすくなります。お手入れすれば改
善しますが、肝心な「爪の切り方」や「正しい靴の選
び方・履き方」を知らない方がほとんどです。

　皆さんの靴はちゃんと足に合っていますか？きつ
くなければいい訳ではありませんのでご注意してく
ださい！特に、子供の場合、発育を助ける機能を備
えた靴を大人が選んであげることが必要です。なぜ
なら、子供の足は体の発育、脳の発達に影響するか
ら。どんなことでもそうですが「昔と同じ」が必ずし
も体に良いこととは限りません。子供たちが 1 日
のほとんど履いている「上履き」にも疑問をもってい
ただきたいと強く願います。
　今後、子供たちが健やかな成長を遂げ、年老いる
まで「自分らしく過ごす」ことの一助となるよう続け
ていきたいと思います。また、皆さんにお集まり頂
く様式だけでなく、渋川市でも生活様式の変化に応
じたオンライン講座でもお役に立てたらと思いま
す。

　からの健康を守るー赤ちゃんから高齢者まで
群馬大学臨床教授／Abeby（アベビー）代表　木嶋　千枝

足

あなたの生涯学習、応援します ! ②あなたの生涯学習、応援します ! ②

お問い合わせ：生涯学習課（電話 22-2500）

「生き活き楽習」「生き活き楽習」

　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 … 令和３年度は31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。
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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

　 島公民館

　 城公民館

金

赤

所在地・連絡先：渋川市金井1999番地　TEL22ｰ0241 ・FAX24ｰ7690

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

　金島公民館は金島ふれあいセンターを併設し、
可動席を持った多目的ホールがあることが大きな
特徴です。このため、特にピアノ発表会やカラオ
ケ発表会など土日のホール利用が多く、また、研
修や講演会など多方面で利用されています。
　また、隣接している「金島ふれあい公園」（まち
づくり財団管理）は、高齢者の方々のグランドゴ
ルフの場として、そして子どもたちの遊び・交流
の場としても利用され、公民館と公園はセットで、
多くの地域の皆さんの集いの場、学びの場、憩い
の場として利用されています。
　金島公民館が開催する事業は、学ぶことのみな
らず交流を深めることで生活の楽しみとなること

　赤城公民館は、建て替え工事を経て平成26年に現
在の建物へと生まれ変わりました。人口約9,400
人、約3,900世帯が暮らす赤城地区を対象に、皆
さんの生涯学習のお手伝いをしています。
　正面入口を入ってすぐの玄関ホールでは、年間
を通じて地域の子どもたちやサークルの皆さんの
作品を展示し、来館者の目を楽しませています。
また、館内には著名な日本文化研究者である角田
柳作氏の関連資料をまとめたコーナーもあり、郷
土の偉人について学ぶことができます。

を目的とした『高齢者学級（ふれあい大学）』、成人
向けに様々な内容の講座や館外研修を行う『成人
学級』、高校生以下の子どもたちを対象として様々
な発見や学びの機会を目的とする『青少年学級』、
親子の交流や家庭での会話の一助となることを目
的とした『家庭教育支援学級』、そして同じ地域に
住む者同士、世代の垣根を越えて交流を深め、地
域の絆を強くすることを目的とした『世代間交流
事業』などがあり、年間を通して多数開催されて
います。
　さらに、地域の自治会などとの連携した事業も
開催されており、納涼祭での盆踊りや肝だめし、
市民運動会、元旦マラソン、新春ふれあい作品展、
芸能歌謡発表会、スポーツ大会など多くの行事が
毎年賑やかに開催されています。
　今は新型コロナウイルスが猛威を振っており、
思うように実現できない日々が続いていますが、
館員一同住民の方々と力を合わせてコロナ禍を乗
り越え、地域の皆さんが集い親しみ交流できる拠
点としての公民館づくりを、今後も目指していき
たいと考えております。

　公民館事業に目を向けると、様々な競技に挑戦
しながら地域の結束を高める「赤城ふれあいスポ
ーツフェスティバル」、公民館を活動拠点とする
文化系サークルの皆さんの発表の場である「赤城
地区文化発表会」と共に、特徴的なものに「赤城
地区生涯学習推進大会」があります。文化の継承
や魅力ある地域づくりのための生涯学習の普及啓
発を目的とし、伝統文化にまつわる講師をお招き
しての講演会や、子どもたちによるステージ発表
を行っています。昨年度は新型コロナウイルス感
染症の影響を受けて中止となりましたが、創建
200周年に併せ上三原田歌舞伎舞台にて開催され
た令和元年度大会では、大きな盛り上がりを見せ
ました。
　赤城公民館ではその他にも、特色ある各種講座
を企画しております。先の見えないコロナ禍の中
ではありますが、感染症対策にも十分に留意して
おりますので、身近な学びの場である公民館にぜ
ひお立ち寄りください。
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あなたに合ったスタイルで、気軽にラジオ体操を楽しんでみませんか

～ラジオ体操普及推進事業～
　市は、市民の健康増進や、地域交流の促進を
図るため、市内全域で、ラジオ体操の普及を推
進します。
　ラジオ体操は、骨や関節、筋肉をまんべんな
く動かすことができる全身運動で、体の機能向
上や体力増進が期待できます。
　また、コロナ禍で巣ごもり生活が続いたこと
などによる、さまざまなストレスを解消する手
段の一つとしても、ラジオ体操の人気は高まっ
ています。
　あなたに合ったスタイルで、気軽にラジオ体
操を楽しんでみませんか。

○事業の内容
①～ラジオ体操指導員の養成～
ラジオ体操講習会の実施
　心身の健康に効果が期待される正しいラジオ
体操を普及するため、ＮＰＯ法人全国ラジオ体
操連盟公認の講習会を実施します。
　同連盟の指導委員を講師に迎えて行うこの講
習会では、正しく効果的なラジオ体操の動きを
学ぶことができます。また、受講することで、

「ラジオ体操指導員」の資格を取得することが
でき、居住している地域を対象として、ラジオ
体操普及推進活動を行うことができます。
　地域のラジオ体操会において正しいラジオ体
操の指導を行うため、７月17日（土）に、市ス
ポーツ推進委員を対象とした第１回講習会を実
施しました。
　また、市民向けの講習会も、令和３年秋頃の
開催を予定しています。詳細が決まり次第、広
報や市ホームページでお知らせします。
　受講すると、正しいラジオ体操の効果や新た
な発見に驚くことでしょう。

②～ラジオ体操指導員の活躍～
ラジオ体操会の実施
　市内６地区において、毎週１回を目標に、ラ
ジオ体操会を行います。今年度は、市スポーツ
推進委員が指導員です。
　２ヶ月間を１期として行う全２期制で、第１
期の初回は８月１日から開催しています。
※警戒度４、まん延防止等重点措置の適用及び
緊急事態宣言の発令があった場合には、当該期
間の開催は中止です。
　なお、参加者には、参加日数に応じて景品と
交換できるスタンプカードを渡します。新しい
運動習慣の一つに、定期的なラジオ体操をプラ
スし、心身の健康と素敵な景品を手に入れてく
ださい。
　会場や日時などの詳細は、広報やチラシ、市
ホームページでもご覧いただけます。

③～ラジオ体操による地域交流の促進～
ラジオ体操実施事業所・ラジオ体操実施団体を
支援します
　より手軽にラジオ体操に取り組める環境づく
りを推進するため、ラジオ体操に取り組んでい
る、またはこれから取り組もうとする事業所や
自治会などの任意団体に対して、ラジオ体操の
実施に必要なスタートアップセットを支給し、
ラジオ体操の普及や仲間づくりを支援します。
支給物資　渋川市ラジオ体操スタートアップセ
ット（のぼり旗、ステッカー、ラジオ体操の曲
を納めたＣＤなど）
※申請区分により、スタートアップセット内容
は異なります
※支給には審査があります
対象　市内において、５人以上で週１回以上ラ
ジオ体操を実施しているまたはこれから実施し
ようとする事業所や団体
申請方法　申請書（スポーツ課または市ホーム
ページにあります）に必要事項を記入し、構成
員名簿を添えてスポーツ課へ提出してくださ
い。申請の受付は随時行っております。
　申請した実施予定回数の８割以上の実施率で
あった申請者には、表彰状を授与します
　支給が決定した年度の翌年度に、実績報告書
を提出してもらいます。

　申請は続々と増えています。ご家族と、ご近
所と、職場の仲間と、この機会にみんなでラジ
オ体操はじめてみませんか。

○問合せ　スポーツ課（電話：22−2241）

第1回目の様子

スタートアップセットの目玉
ラジオ体操音楽プレイヤー
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　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。
　今年度は、市内の方々に渋川市の魅力をさらに知っていただけるよう、「渋川市の地名」をテーマと
し、研究を開始しました。
　地名にはその土地の特徴や当時の地形、歴史、人々が込
めた想い等が表れています。地名を読み解くことにより、
渋川市に対する理解と愛着を深めることに繋げたいと考え
ています。
　今後は、現地の調査や資料による研究、有識者への聞き
取り調査等を行い、学びを深めていく予定です。また市内
の方々と学びを共有する機会を設けることを目的として、
講演会等の開催も視野に入れて取り組んでいきます。誰か
の一つの疑問をきっかけに、多くの発見が生まれ、みんな
で感動を共有できるような「知的探検の活動拠点」になれる
よう、つながりを大切にしながら活動していく予定です。

　現在、渋川市文化協会には、展示部門１３部会
７３グループ、演技部門１４部会８９グループの
計２７部会１６２グループが加入し、日頃、文化
活動に励んでいます。市民総合文化祭は、各部会
が日頃の活動の成果を発表する祭典です。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響で、市民総合文化祭で予定した全ての発
表会の中止を余儀なくされました。
　今年度においても、依然としてコロナ禍の中、
各グループの活動が大きく制限されている状況で
すが、文化活動を絶やすことなく続けることを目

標に、例年より規模を縮小して、下記の日程で市
民総合文化祭を開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止に配慮した上での開催となりますので、感染拡
大状況等によっては、開催を中止したり、入場を
制限する場合があります。開催の状況について、
事前に生涯学習課（22-2500）または市ホームペ
ージでご確認ください。

１０月３１日（日） 舞踊発表会
１１月２０日（土） 合唱発表会
１１月２１日（日） 器楽発表会
１１月２７日（土） 民族舞踊発表会
１１月２８日（日） 郷土芸能発表会

北橘公民館（ふれあいセンター）

１１月２３日（火） 民謡・民舞発表会
金島公民館（金島ふれあいセンター）

11月２日（火）～７日（水） 園芸部会展示（菊）
令和４年
３月１１日（金）～１３日（日） 園芸部会展示（山野草）

北橘行政センター

１２月２５日（土）、２６日（日） 総合作品展
子持社会体育館

 　　お知らせ　令和３年度市民総合文化祭
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