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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」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
◇受 講 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受講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４年４月 22 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。
※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（９月 15 日発行）に掲載予定です。

わわくくわわくく学び塾前期受講生募集学び塾前期受講生募集

教える喜びと　教わる楽しさ

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 はじめてみませんか、大正琴
（片貝 さだ子）

5/28、6/4、6/11、6/18（すべて土曜日）
午後１時30分～３時30分 成人、高齢者 ７ 大正琴（貸出し有り）、筆記

用具

日本で生まれた楽器にふれてみませんか。大正琴の基本と、簡単な曲の演奏を教えます。

２
日中国交正常化50周年～現状と
不再戦の両国の未来を！～

（萩原 猛）

7/2、7/9（すべて土曜日）
午後１時45分～３時45分

中学生、高校生、
成人、高齢者 27 筆記用具

日中関係の現状を理解し、その教訓を捉え直します。みたび戦争の惨禍が起きない、両国
の未来を展望し、ともに語り合いましょう。

３ 今日からはじめる！生前整理教室
（長谷川 由紀子）

7/3、8/7（すべて日曜日）
午前10時～ 12時 成人、高齢者 10 筆記用具（鉛筆かシャープ

ペン、消しゴム）

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。体も心も元気な今こそ、はじめてみませんか？

４ ３Ｂ体操（ストレッチ）
（朝比奈 章子）

6/5、6/19、7/3、7/31（すべて日曜日）
午後７時30分～９時 成人、高齢者 10 バスタオル、飲み物

コロナでうっとうしい気分を、ストレッチで吹き飛ばしましょう。少しずつ筋肉と関節を
ほぐします。肩こり、ストレス解消に役立ちます。

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

５ 香道入門教室
（須田 英子）

6/3、7/1、8/5、9/2、10/14
（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。

６ キーボード入門
（山崎 京子）

6/8、6/22、7/6（すべて水曜日）
午前10時～ 12時 成人 ８

キーボード（貸出し可。１
台1,000円 ）、 延 長 コ ー ド

（持っている人）、筆記用具

楽譜が読める人も読めない人も、キーボードを楽しんでみましょう。
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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  渋川西部公民館　連絡先（TEL 25-3841　FAX 25-3844）

７ 呼び返そう！あの頃の歌声
（島田 實貴男）

6/27、7/25、8/29、9/26、10/31（す
べて月曜日）
午前９時30分～ 11時30分

成人、高齢者 14 筆記用具、飲み物

昭和30 ～ 50年代のフォークソング・歌謡曲など、約60曲の歌唱指導と、エピソードの解
説です。

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

８
ダンベル健康体操・日常ながら体
操

（大矢 勝恵）

5/24、5/31、6/7、6/14、6/21（ す
べて火曜日）
午前10時～ 12時

成人、高齢者 30

１kg以下のダンベル２本ま
たはタオル２本、バスタオ
ル（敷物）、飲み物、筆記用
具

生活習慣病、整形外科的な症状のある方、大歓迎です。しなやかな筋肉と骨をつくる体操と、
食事の取り方を学びます。

９ 呼び返そう！あの頃の歌声
（島田 實貴男）

6/11、7/9、8/13、9/10、10/29（す
べて土曜日）
午前９時30分～ 11時30分

成人、高齢者 30 筆記用具、飲み物

昭和30 ～ 50年代のフォークソング・歌謡曲など、約60曲の歌唱指導とエピソードの解説
です。

10 鍵盤ハーモニカを吹こう
（山崎 京子）

7/22、7/29、8/19（すべて金曜日）
午後１時～３時

小中学生、成人、
高齢者 12

鍵盤ハーモニカ、使い捨て
マスク（穴を空けます）、ハ
ンカチまたはタオル、筆記
用具

大人も子どもも一緒に、鍵盤ハーモニカで楽しく曲を吹いてみましょう。

11 鍵盤ハーモニカの魅力再発見
（山崎 京子）

9/2、9/16、9/30（すべて金曜日）
午後１時～３時 成人 12

鍵盤ハーモニカ、使い捨て
マスク（穴を空けます）、ハ
ンカチまたはタオル、筆記
用具

家庭に眠っている鍵盤ハーモニカを吹いてみませんか？

12 ３Ｂ体操（手遊び）
（朝比奈 章子）

10/5（水）、10/18（火）、11/1（火）、
11/16（水）
午後２時～３時

高齢者 15 飲み物

椅子に座って、転倒予防、ストレッチ、音楽を聞いて、楽しく手指を動かしましょう。

13
ZUMBA楽しくダンスフィットネ
ス

（佐藤 美幸）

5/20、6/17、7/8、8/19、10/21（す
べて金曜日）
午後７時30分～８時30分

中学生以上、成人 20

動きやすい服装、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、筆記用具

世界の音楽を使って、楽しくダンスフィットネスをします。ダンス経験が無い人でも大丈
夫です。楽しく汗を流しましょう。

14
ZUMBA kidʼs・ 楽 し く ダ ン ス
フィットネス

（佐藤 美幸）

5/14、6/25、7/16、8/27、10/15（す
べて土曜日）
午前10時30分～ 11時30分

年少～小学６年生 20

動きやすい服装、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、筆記用具

子ども向けズンバです。世界の音楽を使って行うキッズダンスフィットネスです。未就学
児の参加は、保護者の付き添いが必要です。兄弟で参加の場合、３才以下の受講料は無料
です。

15
タブレットを使ってLINEスタン
プを作ろう！

（佐藤 美幸）

5/21、6/18、7/23、8/20（すべて土
曜日）
午前10時～ 12時

小中学生、成人、
高齢者 10

タブレット、タブレット用
のペン（あれば）、メモやノー
ト、筆記用具

タブレットで無料アプリ「ibisペイント」を使い、LINEスタンプを作ろう！小中学生の参
加は、保護者の付き添いが必要です（中学生は、保護者の承諾のみでも可）。

わくわく学び塾

（3）



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  古巻公民館（TEL 22-1892　FAX 24-7691）

16 refreshヨガ（リフレッシュヨガ）
（山本 江利子）

6/8、6/15、6/22、7/6、7/13（すべ
て水曜日）
午後７時30分～９時30分

成人 10

ヨガマットまたは大きめの
バスタオル、飲み物、身体
を締め付けない動きやすい
服装、筆記用具

ヨガは健やかな身体と精神的な安定をもたらします。ゆったりとした呼吸と、気持ち良い
と感じる動きで、スッキリ！シェイプアップ効果も。

17 キーボードを弾いてみよう
（山崎 京子）

7/7、7/14、7/28（すべて木曜日）
午前10時～ 12時 成人 ６

キーボード（期間中貸出し
可。１台1,000円）、延長コー
ド（持っている人）、筆記用
具

楽しくキーボードを弾きましょう。

18 今日からはじめる！生前整理教室
（長谷川 由紀子）

5/23、6/27（すべて月曜日）
午前10時～ 12時 成人、高齢者 10 筆記用具（鉛筆かシャープ

ペン、消しゴム）

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。体も心も元気な今こそ、生前整理をはじめてみませんか？

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

19
自己免疫力を高める健康づくりの
会

（阿部 麻里子）

6/3、7/8、8/5、9/9、10/14（ す べ
て金曜日）
午後１時30分～３時30分

成人
（毎回300円） 20 飲み物、手鏡（あればスタ

ンドミラー）、筆記用具

東洋医学的からの気血水の流れを整え、健康長寿を目指す勉強会です。

20 今日からはじめる！生前整理教室
（長谷川 由紀子）

9/16、10/21（すべて金曜日）
午前10時～ 12時 成人、高齢者 10 筆記用具（鉛筆かシャープ

ペン、消しゴム）

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。体も心も元気な今こそ、生前整理をはじめてみませんか？

21 そば打ち教室
（干川 重之）

5/27、6/3、6/10（すべて金曜日）
午前９時～ 11時

成人、高齢者
（毎回700円） ８

タオル３枚程度、エプロン、
打ったそばの入るタッパー
など、筆記用具

二八そば（そば粉400グラム、割り粉100グラム）約４人前を、打てるよう指導いたします。

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

22
日本の心「日本の歌百選」を歌い
継ごう！

（島田 實貴男）

6/20（月）、7/19（火）、8/22（月）、
9/20（火）、10/24（月）
午前９時30分～ 11時30分

成人、高齢者 20 筆記用具、飲み物

文化庁とPTA全国協議会が、歌い継いでほしいと定めた童謡・唱歌のうち、45曲の歌唱指
導と解説です。

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

23
日本の心「日本の歌百選」を歌い
継ごう！

（島田 實貴男）

6/4、7/2、8/6、9/3、10/1（すべて
土曜日）
午前９時30分～ 11時30分

小中学生、成人、
高齢者 20 筆記用具、飲み物

文化庁とPTA全国協議会が、歌い継いでほしいと定めた童謡・唱歌のうち、45曲の歌唱指
導と解説です。

わくわく学び塾
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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  子持公民館（TEL 22-7780　FAX 24-8204）

24 親子体操
（朝比奈 章子）

6/3、6/17、7/1、7/15（すべて金曜日）
午後３時～４時 親子 15 飲み物、運動靴

親子でスキンシップを深めます。動くことで、リズム感、社会性、協調性、集中力を養います。
ママの心身のシェイプアップにもなります。

25 ベビーマッサージ
（朝比奈 章子）

6/8、6/22、7/6、7/20（すべて水曜日）
午後２時～３時30分 親子（乳幼児） 10 飲み物

母と子のコミュニケーションとして、楽しみながらマッサージを行います。お母さん同士
の楽しい場を作りましょう。

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

26 そば打ち教室
（干川 重之）

5/27、6/3、6/10（すべて金曜日）
午後１時30分～３時30分

成人、高齢者
（毎回700円） ８

タオル３枚程度、エプロン、
打ったそばの入るタッパー
など、筆記用具

二八そば（そば粉400グラム、割り粉100グラム）約４人前を、打てるよう指導します。３
回を通して参加できる方を優先します。

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

27 はじめてみませんか、大正琴
（片貝 さだ子）

5/25、6/1、6/8、6/15（すべて水曜日）
午後１時30分～３時30分 成人、高齢者 ７ 大正琴（貸出し有り）、筆記

用具

誰でもやさしく弾ける楽器です。歌謡曲・ポップス・タンゴなどの、曲とリズムを教えます。
初めての方にも優しく指導します。

しぶかわ出前講座より　～防災について～トピック
ス

　１月19日、しぶかわ商工会女性部からの申込
により、ヘルシーパル赤城で「防災について」
の講座を開催しました。講師は渋川市危機管理
室の気象防災アドバイザーです。
　みなさんは防災についてどんな不安がありま
すか？「どんな災害リスクがあるかわからな
い」、「避難場所がわからない」など様々な不安
があるかと思います。今回の講座では「いつ来
るかわからない災害に備えるための心構え」と
いうことをテーマに学びました。
　日本は自然災害国であることから、基本的な
考え方、とるべき行動、県内・市内での地域リ
スク、避難についてや情報収集の方法など内容
は多岐に渡りました。

　受講者からは「まずは意識をすることで災害
に備えたい」などの感想や多くの質問が寄せら
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。対象は、市内に
在住・在勤している団体です。詳しくは、生涯
学習課（TEL 22-2500）へ。

わくわく学び塾
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　北橘公民館は、大小７つの講義（学習）室のほ
か、定員約500人の舞台付きホール、展示ホール、
視聴覚室、和室、調理室を備える市内で最も大き
な公民館です。４万冊を超える蔵書がある北橘図
書館も併設し、毎日、幼児から高齢者まで多くの
人が利用しています。
　北橘地区では、従前から生涯学習活動に力を入
れており、「生涯学習をすすめる会」を組織し、
保育・教育機関、家庭、地域が一体となって「学
び」の取り組みを進めています。また、北橘公民
館に関連する事業として「たちばな竹の里フェス
ティバル」があります。新渋川市誕生に際し、特
色ある地域づくり事業の一環として平成19年度に
第１回が開催され、令和４年度で第16回を迎えま
す。令和２年度と３年度は、新型コロナウイルス
感染症の影響により開催が中止となってしまいま
したが、それまでの同フェスティバルでは、竹筒

　古巻公民館は、昭和32年に設置されて60年以上
の歴史を刻んできました。昭和63年には現在の場
所に移り、30年以上地域の公民館として利用され
ています。その間、身近な公民館として地域の皆
さんとの交流と活動の輪が広がり、公民館を利用
される方々も年々増え、平成30年度には延べ利用
者数が２万８千人を超えました。
　しかしながら、一昨年からの新型コロナウイル
ス感染症の影響による人々の活動の制約もあり、
公民館活動においても厳しい状況が続いていま
す。
　公民館では、コロナ禍により公民館利用者の活
動が止まると再出発が難しくなることを危惧し、
利用する方々の不安を少しでも取り除き、安心し
て活動できるよう、非接触型体温計、自動手指消
毒器、空気清浄機、アクリル板等を設置し、感染
対策の「見える化」に取り組んでいます。また館
内の消毒や換気を常に行い、公民館を安心してご

とろうそくの灯火で彩る「竹と光のページェン
ト」、県内外から芸術的な作品が集結する「竹工
芸作品展」、小学生の竹太鼓演奏や八木節などで
華やかなステージとなる「竹音楽の世界」、食生
活改善推進員が中心となって振る舞う「竹の子郷
土料理」などを開催し、多くの来場者で賑わって
います。新型コロナウイルス感染症の影響により、
実施方法などを見直す可能性がありますが、令和
４年度は10月22日（土）～ 23日（日）の２日間、
開催を予定しています。ぜひ、この機会にご来場
いただき、竹文化の魅力を感じてみてください。

利用いただけるよう努めています。
　古巻公民館では、令和４年度から公民館建替え
に伴う整備事業が始まります。新しい古巻公民館
は、生涯学習の一層の推進、防災機能の強化、脱
炭素社会の実現に向けた拠点として考えており、
その効果を市域全体に波及させることで本市の活
性化に寄与しようとするものです。工事期間中も
公民館機能を維持し、安全に事業活動を行ってい
きますので、引き続き地域の憩いの場、楽しい学
びの場の身近な公民館として気軽にお立ち寄りく
ださい。

所在地・連絡先：渋川市北橘町真壁2354番地　TEL 52-2300・FAX 52-2190

北 橘公民館

所在地・連絡先：渋川市八木原678番地　TEL 22-1892･FAX 24-7691

古 巻公民館

公民館の
取り組みを紹介しますピックアップピックアップ
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市内で生涯学習活動を
� 行っている人の声

　古文書に興味をもったきっかけは、小学生の時
にテレビで見た時代劇でした。お殿様が巻紙を
さっと開き、流暢に書かれている文を頷きながら
読んでいる姿と、内容を知りたかったのです。
　退職後に公民館で「初心者のための古文書講座」
が開催され、終了後に有志で「古文書に親しむ会」
が発足されて現在に至っています。指導してくだ
さる先生のテキストは、その時に話題になってい
るものや、訳文、読み下し文、時代背景にあるも
のなどたくさんの資料を用意し説明してください
ます。

　災害には様々な種類がありますが、行幸田地区
においては土砂災害の発生が最も確率が高いので
はないかと思います。最近の気象予報は精度が上
がり、大雨の予報も事前に発表されます。大雨警
報が出た時に危険を感じたり心配な人は、行幸田
会館に避難するのが最善です。会館には防災倉庫
があり防災用品があります。（自治会の中では一
番多いのではないでしょうか）渋川市には防災研
修を受けた人たちの「自主防災リーダー会」組織
がありますが、行幸田地区には20数名おります。
避難、避難所運営にはこの方たちの協力が不可欠
です。また、日頃より避難訓練は大切ですが、最
近はコロナの関係で避難訓練を行うことができま
せん。

　防災などの講習会も大事ですが、もっと小さな
会合などの堅苦しくないところで簡単なアドバス
的な啓蒙活動も良いのではないでしょうか。例え
ば老人会の忘年会の席で「５分でいいから時間を
ください」と言って「何かあったらすぐ避難して
ください。前もって会館は開放してあります」と
伝えたり、もっと小さな集まりでも「ワンポイン
トアドバイス」そうした事の積み重ねが大切だと
考えています。
　自治会長という役は卒業しましたが、この行幸
田地区に住んでいるのですから、いざという時は
協力したいと思います。地域防災をいかに組織化
するのかを考えるのは自治会をまとめていく人の
役割です。いづれにしても日頃より隣近所とのコ
ミュニケーションが大切と感じております。

　学習環境や学習機会もありますが、自己啓発の
ため自分なりに研鑽を積むこともできます。ただ
古文書は書き手が違うと同じ文字でも何通りもあ
り、記号化されているものはついスルーをしてし
まいます。文章から判断できるには私は何年かか
るかわかりません。自分以外は皆師で、一緒の学
習は疑問も解け楽しく、何よりも継続できていく
秘訣だと思っています。

『肥後国海中の怪（アマビエの図）』【釈　文】
肥後国海中江毎夜光物出ル、所之役人伊
見るニづの如之者現ス、私ハ海中ニ住アマビエト申
者也、當年より六ヶ年之間諸国豊作也、併
病流行、早々私シ写シ、人々ニ見也候得と
申天海中へ入希り、右ハ写シ役人より江戸江
申来ル写也
　　弘化三年四月中旬

【読み下し文】
肥後国海中え（へ）毎夜光物出る。所の役人これ
見るに図の如の者現す。私は海中に住むアマビエ
と申す者也。当年より六ヶ年の間諸国豊作也。し
かし病流行す。早々私写し、人々に見せ候え（へ）
と申して海中へ入りけり。右は写し役人より江戸
え申し来たる写也。
　　弘化三年四月中旬

地域防災について

 前行幸田第二自治会長　伊藤　郁男

古文書に親しむ会

 篠田　由紀子

『肥後国海中の怪（アマビエの図）』（京都大学附属図書館所蔵）
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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、渋川市の魅力をさらに知って市内の
方に伝えるために、「地名から渋川市の特徴を学
ぶ」をテーマとしました。
　小字や字が地区の特徴を表しているものとし
て、「クボ（久保・窪）」という地名を選びました。
祖母島地区と川島地区を歩き、地形との関係性を
調査しました。

　調査の結果、人の暮らしが確認できた所は「久
保」で表記されていました。この表記は単に窪地
を表すだけでなく、畑作を営める貴重な土地であ
ることから、そこに居住した人々にとって、「久
しく保んじる」場所という意味が込められていた
のだろうと思われます。
　今後は、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。

し ぶ か わ 生 涯 学 習 だ よ り　No.31

Letter 渋川市公民館主事会議ワーキンググループ
レ タ ー

公民館公民館公民館

あなたの生涯学習、応援します！あなたの生涯学習、応援します！
『しぶかわ出前講座』『しぶかわ出前講座』

『生き活き楽習』『生き活き楽習』

お問い合わせ：生涯学習課（電話22-2500）

　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63講座をご用意しました。（令和４年度版は５月更新予定）
◆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。

　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38講座が登録されました。（令和４年度版は５月更新予定）
◆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。
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