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 市立公民館･中央地区公民館
  〒596－0072 　堺町1－1　℡423－9615
講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 防災部
（中学生以上の方）

 災害から身を守ったり、 
 減災をスペシャリスト
 から学びます

 土曜、日曜
 不定期開催
 5回程度(5月～2月)

15人

 今日から俺も ブーランジェ  
                         （成人男性）

 初心者の男性でも気軽に
 参加できるパン作り講座です

 第3土曜
 13時半～16時半
  6回(5月～3月)

12人

 明日から、朝ごパン！
                             （成人女性）

 スーパーで手に入る食材で、 
 パン作りを初心者レベルから   
 学びます

 第3土曜
 13時半～16時半
  6回(6月～2月) 

12人

 キッズ・イングリッシュ
　　　（小学1年～3年生）  

 歌､ゲームなどを通し英語を 
 学びます

 第2･4水曜
 15時15分～16時15分
 14回(5月～1月)  

15人

 なかよし茶の湯
　　　（小学1年～6年生）

 茶道を通じ､思いやりの
 心を学びます
 お茶会もあります 

 第2･4土曜
 10時～12時
 14回(5月～1月)

15人

 キッズ･フラワー
（小学3年～6年生）

 身近なものを花器に使用して  
 楽しくフラワーアレンジメン
 トを学びます

 第1土曜
 10時～11時半
 10回(5月～2月) 

16人

申込　4月3日(水)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､年齢(子どもは
　　    学校名・新学年)､性別､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で｡
　　    申込多数の場合､4月4日(木)抽選。

 旭地区公民館（東岸和田市民センター）
  〒596－0825 　土生町4－3－1　℡428－6711 
講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 ZUMBA（ズンバ）講座
 (前期)　(高校生以上の方）
（両コースとも内容は同じ）

 世界中のダンス音楽を取り入れた 
 ダイナミックで楽しいフィットネ 
 スエクササイズです 

 第1･3土曜 
 Aｺｰｽ:10時～10時45分
 Bｺｰｽ:11時～11時45分
 各10回(4月～9月)

各ｺｰｽ
20人

 ワンストロークペインティング
    （4月1日現在15歳以上の方）

 筆に何色かの絵の具をつけ 
 グラデーションで描く
 ペイントアートです

 第1･3土曜
 10時～12時
 20回(4月～3月)

16人

 キッズアトリエ
　　　  （小学1年～4年生）

 絵を描いたり､工作をしたり 
 します

 第1･3水曜 
 15時15分～16時45分
 16回(4月～2月)
 夏･冬休み中は休み

16人

申込    4月2日(火)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､年齢(子どもは
    　    学校名)､性別､電話番号､ズンバ講座は希望コースを記入し､往復はがき(1枚に
　　　1講座)で｡申込多数の場合､抽選。
             ※ ズンバ講座(後期)は広報で募集予定。

 市立公民館分館（春木市民センター）
  〒596－0006 　春木若松町21－1　℡436－4500 
講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 からだを使って遊ぼう  
（2～4歳児の子どもと保護者）

 親子の運動遊びで楽しく
 スキンシップを図ります

 第1日曜
 10時～11時半
 10回(5月～3月)

20組

 一人でできるお菓子作り 
          （小学1年～6年生）

 旬の材料を使ってパンや 
 お菓子を作ります

 第1土曜
 10時～12時半
 10回(5月～2月)

24人

 子ども囲碁 
　   （小学1年～6年生）

 囲碁のルールを基礎から
 楽しく学びます

 第1･3土曜
 10時～12時
 10回(5月～11月)8月休

15人

 はるき｢子どもカレッジ｣

（小学3年～6年生）

 生涯にわたり必要とされる
 ｢言葉と思考の力｣を
 身につけます

 第2･3･4水曜
 15時～16時（小3）
 16時～17時（小4）
 17時～18時（小5）
 第2･3･4木曜
 17時～18時（小6）
 30回(4月～3月)

各学年
15人

申込　4月3日(水)＜必着＞までに希望の講座名､住所､子ども・保護者氏名(ふりがな)､年齢　
　　   （子どもは学校名・新学年）､性別､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で｡ 
             申込多数の場合､抽選｡ ※ お菓子作り希望者はアレルギーの有無を記入。
　　   ※ 別途､傷害保険料がかかる講座もあり。※こども書道は後期から開講予定。

 八木地区公民館（八木市民センター）
  〒596－0813 　池尻町339－2　℡443－6848
講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 きっずイングリッシュ
（小学2年～4年生）

 歌やゲームなどを通して
 楽しみながら英語を学びます

 第1･3･5水曜
 16時～17時
 21回(4月～2月)8月休

15人

 子ども書道（硬筆）
 　　　（小学1年～2年生） 

 鉛筆を使って書くことの
 楽しさを学びます 

 第1･2･3木曜
 15時半～16時半
 28回(4月～2月)8月休

20人

 子ども書道（毛筆）
（小学3年～6年生）

 筆を使って書くことの
 楽しさを学びます

 第1･2･3木曜
 16時半～17時半
 28回(4月～2月)8月休

20人

 初心者ギター教室
 （小学4年生～成人）

 （小学生は親子ペアでのみ申込可）

ドレミから始めます
 ギターがなくてもOKです 
 （親子ペア優先します）

 土曜(月2回）
 10時～12時
 20回(4月～2月)8月休

20人

 ジュニアアトリエパレット
            （小学1年～6年生）

 身のまわりにあるものを
 使って絵や工作をします

 第1･2･3土曜
 14時～15時半
 30回(4月～2月)8月休

20人

申込　 3月16日(土)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､生年月日
　　　 (子どもは学校名・新学年)､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1名1講座)で｡
              ※初心者ギターは､親子参加の場合､保護者氏名(ふりがな)も記入。
　　　 申込多数の場合､3月19日(火) 抽選。　　

あたらしい自分
見つけてみよう！

    平成31年度 
    　 定期講座生 募集!!

対    象：市内在住、在勤、在学の人 (講座によっては､
　　　　新規の申込者が優先されることがあります)
受講料：無料 (材料費などが必要な場合があります)
申    込：申込方法が各館で異なります (各欄参照)
　　　　小･中学生は新年度の学年でお申し込みください
問合せ：各館へ (月曜日・祝日は休館)
                 ※定期講座は申込が少ない場合､
                     開講しないことがあります



いきいき学びのプラン　Ｈ31.3 （２）（３） いきいき学びのプラン　Ｈ31.3

 新条地区公民館
  〒596－0004 　荒木町2－22－8　℡441－4123 

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 子どもかきかた教室
（小学2年生）

 ひらがなの基礎から
 学びます

 第2･4土曜 9時20分～10時
 18回(4月～3月) 15人

 子どもお習字教室                           
            （小学3年～6年生）  

 筆を使って基礎から
 学びます

 第2･4土曜
 10時～10時40分 (小3)
 10時40分～11時20分 (小4)
 11時20分～12時 (小5･6)
 18回(4月～3月) 

15人
15人
10人

 子ども絵画教室
      　（小学3年～6年生） 

 ちびっこピカソ集まれ！
 楽しく描きます

 第2･4土曜 13時～15時
 16回(5月～3月) 15人

 子どもフラワーサークル 
(小学3年～中学1年生）

 身近なもので花器を作り 
 お花を楽しみます

 第3土曜 10時～12時
 11回(4月～3月) 15人

 子ども茶道教室
（小学4年～中学1年生）  茶道の基本を学びます 

 第1土曜 10時～12時
 11回(4月～3月) 10人

 大人のボールペン習字
（4月1日現在15歳以上の方）

 暮らしに役立つ
 ボールペン習字です

 第1･3土曜 10時～11時
 22回(4月～3月) 16人

申込　 3月20日(水)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､年齢(子どもは
　　　新学年)､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で。
　　　申込多数の場合､3月22日(金)抽選。

 葛城上地区公民館
  〒596－0116 　塔原町615－1　℡478－8016 
講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 子ども書道（硬筆）
     （年長児～小学2年生）

 鉛筆を使ってかきかたの 
 基礎を学びます

 第2･4水曜 15時～16時半
 24回(4月～3月) 20人

 子ども書道（毛筆）
（小学3年～6年生）

 文字の基礎を学び正しく 
 きれいに書きます

 第1･3水曜 15時～16時半
 24回(4月～3月) 20人

 女性の健康体操
 体スッキリ  ハタヨガ　

　　　（成人）

 免疫力を高めて身体と心の 
 バランスを維持します

 第2･4水曜 13時半～14時半
 24回(4月～3月) 30人

 日本民踊
     　　　　　　（成人）

 心の安らぎと健康維持を
 学びます

 第2･4火曜 13時半～14時半
 24回(4月～3月) 30人

申込　3月16日(土)・17日(日)13時～17時　直接来館・申込先着順。

 光陽地区公民館
  〒596－0052 　並松町15－10　℡439－4786 
講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 親子体操  
（2歳前後～就学前の子どもと保護者）    

 親子のコミュニケーション
 を深めます

 第1･3金曜 10時～11時半
 20回程度(4月～3月) 25組

 親子でWAO！
 （2歳～就学前の子どもと保護者）

 親子で楽しく遊びます  第2･4金曜 10時～11時半
 20回程度(4月～3月) 20組

 科学と遊ぼう
           （小学3年･4年生）

 簡単な実験や工作をしたり  
 月や星座の勉強をします

 第2日曜 10時～11時半
 12回(4月～3月) 10人

 子ども卓球
   （小学2年～小学6年生）  卓球の基本を学びます

 第1･3土曜 15時～17時
 20回程度(4月～3月) 20人

 絵手紙ア･ラ･カ･ル･ト
　　　　　　（成人）

 手作りの絵手紙などに
 ついて学びます

 第1水曜 10時～12時
 12回(4月～3月) 20人

 ポーセラーツ
（成人）

 磁器などに専用のシールを
 絵付けして窯で焼くアートです

 第1水曜、第3木曜
 10時～12時
 24回(4月～3月)

10人

申込　 3月9日(土)･10日(日)10時～16時　直接来館。はがき(結果通知用)に住所､氏名
　　　 (ふりがな)を記入し､持参のこと｡申込多数の場合､3月15日(金)抽選。※ 駐車場なし

 光明地区公民館
  〒596－0816 　尾生町1231－3　℡441－8889 
講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 親子リズム体操
（1歳半 ～3歳の子どもと保護者）

 親子でスキンシップ
 一緒に楽しく身体を動かします！

 第2･4金曜  10時～11時半
 24回(4月～3月) 25組

 親子でお菓子づくり
 （小学2年生以上1名と保護者）

 お菓子づくりを通して親子の 
 コミュニケーションも図れます

 第3日曜 10時半～13時
 11回(4月～3月)   8組

 子ども茶の湯 
（小学1年～6年生）

 楽しみながら和の文化
 を学びます

 第2･4土曜 10時～12時
 21回(4月～3月) 15人

 子ども英会話                       
              （小学3年･4年生）

 皆で楽しく英会話を
 学びます

 第2･4土曜 13時半～15時
 22回(4月～3月) 15人

 子ども書道　    
        　（小学3年～6年生）

 筆を使って楽しく字を
 書きます

 第1･3土曜 13時半～15時
 22回(4月～3月) 15人

 おふくろ料理 
（成人）

 おふくろ料理に挑戦！
 初心者向け内容もあります

 第4日曜 10時半～13時
 11回(4月～3月) 16人

申込　 3月7日(木)～14日(木)9時～16時　直接来館。はがき(結果通知用)に住所･氏名
              (ふりがな)を記入し､持参のこと｡申込多数の場合､抽選。

 大宮地区公民館（４月１日～開館）
  〒596－0042 　加守町4－6－18　℡444－7138 

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 子ども茶道
 （小学4年～中学3年生）

 お点前を身につけながら
 お茶の心を学びます

 第1･3土曜 9時半～11時半
 20回(4月～3月) 15人

 子ども囲碁
（小学1年～中学3年生）

 仲良く囲碁を楽しみ
 思考力をきたえます

 第2･4土曜 10時～12時
 20回(4月～3月) 15人

 子ども書道　　 
（小学1年～6年生）

 元気にのびのびと書くこと 
 を楽しみます

 第1･3土曜 10時～12時
 20回(4月～3月) 20人

 おりがみde
 コミュニケーション
 　　　　（小学生～成人）
 《低学年は保護者同伴》

 一枚の紙を通して
 想像力を養います

 第3土曜 10時～12時
 11回(4月～3月) 20人

 クイリング講座　　 
（成人）

 細長い紙をクルクル巻いて作る 
 ペーパークラフトの講座です

 第1･3水曜 10時～12時
 18回(4月～3月) 10人

申込　3月14日(木)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､生年月日 (子どもは    
            学校名・新学年)､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で。
            申込多数の場合､抽選。
　　  ・申込先　〒596-0043　宮前町4-25　大宮青少年会館　
　     ・問合先　℡444-7138（電話番号は変わりません）
             ４月1日から､上記「大宮地区公民館」に移転します。

 大芝地区公民館
  〒596－0001 　磯上町1－14－41　℡439－5900

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 子ども書道教室　   　       
　　   （小学1年～3年生）

 筆を使ってすてきな
 文字を書きます

 土曜(月2～3回) 13時～15時
 30回(4月～3月) 20人

 子ども料理と菓子作り教室
   （小学4年～中学2年生）

 料理やお菓子作りで
 楽しみます

 第2･4土曜 13時～15時
 20回(4月～3月) 16人

 リズムに合わせて軽やかに
（4月1日現在15歳以上の女性）

 心も体も軽やかにリズム
 にのって運動します

 第1･3木曜 19時半～21時
 20回(4月～3月) 30人

 おやじの体操                
           （55歳以上の男性） 

 元気を保つように
 楽しく体を動かします

 第2･4水曜 15時半～17時
 20回(4月～3月) 30人

申込　3月23日(土)10時～16時　直接来館。申込多数の場合､抽選。

 山直地区公民館（山直市民センター）
  〒596－0808 　三田町715－1　℡441－1451

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 親子体操（前期）
 （2～5歳児と保護者）

 親子で身体を使って
 楽しく遊びます 

 火曜 15時半～16時半
 10回(5月～7月)

子ども
30人

 子ども書道（硬筆）
（小学1年～6年生）

 鉛筆を使って書き方の
 基礎を学びます 

 水曜 15時～17時
 20回(6月～1月)
 夏・冬休み中は休み

30人

 身体を動かし
 アンチエイジング！
  （前期）　　   （成人）

 専門の道具で身体を動かし  
  脳内開発をめざします

 第1･3金曜
 13時半～14時50分
  9回(5月～10月)8月休

30人

  大人のちぎり絵
（成人）

 絵心のある方もない方も 
 自分のペースで楽しめます

 第3木曜 10時～12時
 10回(5月～3月)8月休 15人

申込　4月10日(水)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､年齢(子どもは 
             学校名･新学年)､性別､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で｡
　　　申込多数の場合､4月11日(木) 抽選。
             ※「親子体操（前期）」は保護者1人につき子ども2人まで可能。
             ※「親子体操（後期）」は9月､「身体を動かしアンチエイジング！（後期）」は10月広報で
　　　　  募集予定。

 城北地区公民館
  〒596－0002 　吉井町1ー21－1　℡445－8578 

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 親子で遊ぼう
（2～4歳の子どもと保護者）

 親子で楽しく歌ったり
 作ったり､遊んだりします

 第4木曜 10時～11時半
 12回(4月～3月) 12組

 少年・少女剣道          
   （小学3年～中学3年生）

 知育だけでなく､心と
 身体を育てます

 金曜 16時半～18時半
 34回(4月～3月) 20人

 桜（華道）
 （成人）

 華道は嵯峨御流です 
 ストレス発散効果があります

 第2土曜 10時～12時
 11回(4月～3月)

若干名

 桜（茶道）
 （成人）

 茶道は表千家です
 気軽に楽しめます

 第4土曜 9時半～12時
 11回(4月～3月)

若干名

 子どもクッキングA
           （小学5年･6年生） 

 友だちと楽しく
 クッキングします

 第2土曜 10時～12時
 10回(4月～3月) 12人

 子どもクッキングB                
              （小学5年･6年生） 

 友だちと楽しく
 クッキングします

 第4土曜 10時～12時
 10回(4月～3月) 12人

 書き方
           （小学1年･2年生） 

 鉛筆の持ち方から
 丁寧に指導します

 第1･3土曜 
 9時15分～10時 (小1)
 10時～10時45分 (小2)
10回(4月～3月)

8人
6人

 お習字
   （小学3年～中学3年生） 

 基礎から丁寧に指導
 します

 第1･3土曜10時45分～12時
 10回(4月～3月) 10人

 静坐
           （成人） 

 静かな呼吸を通じ健康や活力 
 に満ちた人生をめざします

 第2日曜 14時～16時
 12回(4月～3月) 20人

申込    3月9日(土)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､ 生年月日(子どもは
　　　学校名･新学年)､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で｡
　　　申込多数の場合､抽選｡

 葛城地区公民館
  〒596－0844 　土生滝町689－1　℡428－1787 

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 親子リズム体操
 (1歳半～就学前の子どもと保護者）

 親子で体を使って､
 楽しく遊びます

 第1･3木曜 10時～11時半
 19回  (4月～3月) 8月休 25組

 キッドビクス
（全身運動）
　　（4歳～小学6年生）

 体を使って､友だちと
 楽しく遊びます

 第1･3金曜 16時～17時
 18回(4月～3月) 8月休 30人

 子ども書道（硬筆）
    （年長児～小学2年生）

 鉛筆を使って書き方の
 基礎を学びます 

 第1･3日曜 10時～11時半
 20回(4月～3月) 8月休 20人

 子ども英会話
（小学1年～6年生）

 英語を始めましょう
 初級英会話です

 第1･3土曜 13時～14時
 19回(4月～3月) 8月休 10人

 紀州街道を歩こう                                             
 　　　　　　    （成人） 

 泉佐野から南下、和歌山
 城めざして歩きます

 第4水曜 10時～15時
 10回(4月～3月)
  8･9･12月休

15人

 フォークダンス                                             
 エクササイズ    （成人） 

 ストレッチや筋トレを
 取り入れ楽しく踊ります

 第2・4木曜 15時半～17時
 20回(4月～3月)  8月休 15人

申込　3月15日(金)～22日(金)10時～16時　直接来館。はがき(結果通知用)に住所･氏名
　　　(ふりがな)を記入し､持参のこと。申込多数の場合､抽選。

 常盤地区公民館（桜台市民センター）
  〒596－0823 　下松町4－17－1　℡428－9229 

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 子ども書道（毛筆） 
           （小学3年～6年生）

 文字の基本を学び､
 正しく書きます

 日曜  10時～11時半
 28回(5月～3月)8月休 20人

 親子でWAO！
（2歳～就学前の子ども
　　　　 　1人と保護者）

 季節の行事を取り入れ
 ながら親子で遊びます

 第3木曜 10時～11時半
 11回(5月～3月) 20組

 ときわ『学びの教室』
     （小学3年～6年生）「言葉と思考の力」を    身につけます

 土曜
   9時半～10時20分 (小3)
 10時半～11時20分 (小4)
 11時半～12時20分 (小5)
 12時半～13時20分 (小6)
  30回(4月～3月)8月休

各学年
15人

 子ども茶道教室           
   （小学3年～中学3年生）

 茶道の基本と礼儀作法
 を学びます

 第1･3土曜 10時～11時半
 18回(5月～3月)8月休 15人

 子ども華道教室
   （小学3年～中学3年生）

 華道の基本と礼儀作法
 を学びます

 第2･4土曜  10時～11時半
 18回(5月～3月)8月休 15人

 たのしい！Word
　　　　　　　　  (成人）
（初心者/マウスが使える方）

 Wordの図形を使って
 イラストづくりを楽しみます

 火曜 10時～12時
 8回(5月～7月) 10人

 男のええ加減料理
　　　　　（成人男性）

  土鍋を使う、ええ加減
  料理を学びます

 金曜 (月1回) 11時～13時
 6回(5月～10月) 10人

申込　3月17日(日)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､年齢､生年月日　　
　 (子どもは学校名・新学年)､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で｡
　　    申込多数の場合､抽選｡　
            ※「親子でWAO！｣は､3組まで子ども2人を連れての参加も可｡はがきに保護者の   
                氏名､子どもの氏名・年齢を記入。
            ※「たのしい！Word｣は､Windows10搭載パソコンをご持参ください(貸出あり)｡

 箕土路青少年会館
  〒596－0801 　箕土路町2－6－15　℡444－2097

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員
 親子でWAO！
  （2歳～就園前の
　　 子ども1人と保護者）

 就園前の時期を親子で
 楽しみます

 第2･4水曜 10時～11時半
 19回(4月～3月) 20組

 子ども茶道　      
（小学1年～6年生）

 日本の文化に触れる
 ことができます

 第2･4水曜 15時半～17時
 20回(4月～3月) 10人

 子ども書道（硬筆）
（小学1年･2年生）

 文字を書く楽しさを
 学びます

 第1･3土曜 10時～11時
 20回(4月～3月) 15人

 子ども書道（毛筆）
（小学3年～6年生）

 書のおもしろさを
 学びます 

 第1･3土曜 11時～12時
 20回(4月～3月) 15人

 はじめての
 プリザーブドフラワー 

（成人）

 基本テクニックを学び
 アレンジを楽しみます

 第3水曜 10～12時
 11回(4月～3月) 15人

 ゆったりとフラ
（4月1日現在15歳以上の女性）

 フラを踊って心も体も
 ゆったりします

 第1･3水曜 19時～20時半
 20回(4月～3月) 25人

 ZUMBA（ズンバ）
 フィットネス
（4月1日現在15歳以上の方）

 ラテン音楽が中心の
 ダンスプログラムです

 第2･4土曜 10時～11時
 19回(4月～3月) 30人

申込　 3月18日(月)＜必着＞までに希望の講座名､住所､氏名(ふりがな)､生年月日 (小学生
　　　は新学年)､性別､受講歴の有無､電話番号を記入し､往復はがき(1枚に1講座)で。
              未成年の場合は､保護者氏名(ふりがな)も記入。申込多数の場合､抽選。
　　　 ※「親子でWAO！｣は､2組まで子ども2人を連れての参加も可。はがきに保護者の
　　　　 氏名､子どもの氏名・年齢も記入。
　　　

箕土路青少年会館

 山滝地区公民館
  〒596－0103 　稲葉町134－15　℡479－0898 

講座名（対象） 内　容 講座日時・回数 定員

 こども硬筆＜えんぴつ＞     
          （小学2年～5年生）

 きれいな書き方を学び
 友だちとの交流を図ります

 第2･4土曜 13時半～14時半
 18回(4月～3月) 10人

 こども英会話               
           （小学1年～5年生）

（初心者対象）

 楽しく英会話に親しみ
 友だちとの交流を図ります

 第1･3金曜 17時～18時
 20回(4月～3月) 15人

 こども卓球
           （小学3年～6年生） 

 卓球の魅力を楽しみながら 
 体力づくりや友達との交流  
 を図ります

 第1･3土曜 13時～15時
 19回(4月～3月) 10人

 フラダンス        （成人）
  （初心者(未経験)の方対象）

 フラガールめざして踊ります  第2･4火曜 13時半～15時 22回(4月～3月) 15人

申込　3月15日(金)･16日(土)9時半～17時   直接来館・申込先着順。

  〒596－0816 　尾生町1231－3　℡441－8889



いきいき学びのプラン H31.3  （４）

五感をつかって感動体験！
親子で楽しむ野あそびくらぶ
「里山えんぴつ」
【課題】五感を育むべき幼少
期に、自然に親しむ機会が少
ない現代。保護者も野遊びの経験が少なく、子
どもにその楽しさを伝えることができない。
【アイデア】自然の中で遊び、仲間と協力して
必要なものを作り出し、それらを通して五感を
研ぎ澄まし感動を得る。山の危険や応急措置、
竹や木の伐採、工具の使い方など親子で学ぶ講
座を開催したい。
【コメント】口コミでファン層が増えた実感が
ある。次の世代へつながっていく活動をめざし
たい。

科学実験教室 「ゆとり」

【課題】子どもたちの学習意欲向上と考える力
の育成が大切。
【アイデア】スライム、人工イクラ、コスメ、
マンガン乾電池、ハンドクリームなど様々なモ
ノを作る実験を通して、身の回りの理科を知っ
てみんなで学ぶ教室がしたい！
【コメント】たくさんの人た
ちに知ってもらうことがで
き、子どもたちにとっても良
い機会となった。子どもたち
が主体となる教室を開けるよ
うに考えていきたい。

長く自宅で暮らすためのお片付け「おうち暮らし」
【課題】年齢を重ねても自分の家で快適に暮らせ
るように「終活」を始める前の準備が必要。
【アイデア】シニア世代が住まいを整え、ゆっく
り自宅生活を続けることで、働き世代は安心して
仕事に打ち込める。そして次のシニア世代を支え
る子どもを育てることにつながる。迷惑をかけな

いために「カタを付ける」（片
付ける）講座を開催したい。
【コメント】整理の大切さを学
ぶことで、受講者の意識が前向
きに変化した。今後も整理の大
切さを伝えていきたい。
子育てが楽しくなるまちをつくろう！
プロジェクト2018
「ＮＰＯ法人 ここからＫｉｔ」
【課題】子育て世代は地域との
つながりを持つことが困難で孤

立化することも。
【アイデア】地域ぐるみで子育てをする環境づく
りを整え、安心して子育てができるまちをめざ
す。ママになった今だからこそできることを探
し、情報紙の発行や子育てサイトの運営など子育
てが楽しくなるまちをつくる仕掛けづくりを考え
ていきたい！
【コメント】回を重ねるうち、支援される側から
する側へと受講者の意識が変化していった。新た
なつながりを拡げる活動にしていきたい。

地域の課題やニーズに応えることを
目的とする企画であれば、何でもＯＫ

５名以上の活動団体、またはこれから
活動しようとしている団体の「岸和田
市が元気になるアイデア」を募集しま
す！（市外の団体も可）

応募の流れ（平成31年度）
STEP１　応募
 ４月２日（火）～６月18日（火）　
 応募書類一式を提出してください
STEP２　公開プレゼンテーション
 ６月30日（日）13時～　
 選考基準に基づき総合的に評価します
STEP３　選考結果公表
 ７月上旬　
 選考結果の通知と委託契約を行います
　　
・委託料（上限20万円）
・広報「きしわだ」掲載
・市内公共施設にチラシの配布協力
　
など あなたのアイデアを応援します！
詳しくは生涯学習課（☎423-9615）
までお問い合わせください。

まちづくり
実践プロジ

ェクト
あなたが考える地域活性化のための
アイデアをお待ちしています。
アイデア満載のあなた！
講座、イベント等を企画してみませんか？

不安
不便

楽しみがない

退屈
孤独

←30年度募集要項はこちら
※31年度は４月にＨＰ掲載

平成30年度
まちづくり実践プロジェクト
委託事業の紹介

第54期ジュニア・リーダー養成研修会
研修会／活動内容（予定）  活動場所／日時 対象／定員 参加費

 前期研修会
 キャンプファイヤー、星座観測など

 国立曽
そ に

爾青少年自然の家（奈良県)
 ７月23日(火)～25日(木)

 小学６年生
 45人

3,400円

 中期研修会
 調理実習、ゲーム実習など

 市内の公民館
 10月～11月頃（日帰り） 500円

 後期研修会
 飯ごう炊さん、キャンドルサービスなど

 府立少年自然の家（貝塚市）
 12月25日(水)～27日(金) 4,200円

教室名／活動内容 活動場所／日時 対象／定員

 少年教室　陶芸
 内容：作陶・絵付けなど

 市立公民館
 土曜日 10時～12時

 小学３年～６年生
 20人

 少年教室　ジュニア・オーケストラ
 内容：バイオリンを中心とした合奏

 市立公民館
 土曜日 10時～12時

 小学４年～６年生
 30人

 子どもの居場所教室　剣道
 内容：剣道の基礎

 心技館
 土曜日 10時～12時

 小学３年～中学３年生
 50人

 子どもの居場所教室　図工
 内容：絵画・工作など

 桜台市民センター
 土曜日 10時～12時

 小学４年～６年生
 20人

学校や家庭ではなかなか経験できないプログラムが盛りだくさん！
自然たっぷり、友達いっぱいの場で、よく学び、よく遊ぼう！！

毎週土曜日（夏・冬休み期間は除く）に、４つの教室を開設しています。
新たな趣味や友達を見つけに来ませんか？もちろん初心者大歓迎です！

４月２日（火）～申
込

◆小学６年生対象◆　仲間と学ぶリーダー力！

３月14日（木）必着申
込

休みの日こそ、元気いっぱい活動しよう！

少年教室／子どもの居場所教室

※ 申込方法：申込用紙（生涯学習課に備え付け、市ホームページからもダウンロード可）に必要事項を記入し、直接、生涯学習課
　 まで提出してください。申込先着順。原則、１年（前期・中期・後期）を通しての参加申込となります。

教室申込はこちら

※申込方法：希望の教室名、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、学校名、新学年、郵便番号、住所、電話番号を記入し、
　はがき（１教室につき１枚）を生涯学習課（〒596-0072 堺町１―１）まで郵送してください。
　もしくは、右記QRコードを読み取り、同じく必要事項を入力し、メール（s-seisyonen@city.kishiwada.osaka.jp）を送信して
　ください。申込多数の場合は抽選します。
※材料費などは実費負担となります。

からメール送信↓


