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 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）

 親や祖父母と子どものペア
 で運動遊びをし、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

 子どもヨガ
（小学1年～6年生）

 呼吸法や簡単なポーズで
 ヨガの基本を学びます
 どんな運動にも役立ちます 

 第1･3土曜
 10時～11時(小1～小3)
 11時～12時(小4～小6)
 10回(5月～12月)8月休

15人
15人

申込　往復はがき(1枚に1講座)で｡ 右上の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
             4月3日(金)＜必着＞　4月7日(火) 抽選のうえ、通知します。
　　  （申込はがきに必要事項が書かれていない場合は、抽選対象外とします）
              ※ お菓子作り希望者はアレルギーの有無を記入。
              ※ 性別・保護者氏名(ふりがな)も記入。

 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） 

 えんぴつを使って書く
 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～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
 ギターを持っていなくて
 もOK（親子ペア優先）

 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　往復はがき(1人につき1枚に1講座) で｡ 
　　　右上の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
  　　  3月17日(火)＜必着＞　3月19日(木) 抽選のうえ、通知します。      
　　　※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。

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・保険料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

《往信の表面》

 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

 心をつなぐ親子ヨガ
 　(2歳～未就学の

子どもと保護者)

 親子で楽しくヨガを
 しましょう

 第4木曜
 10時～12時
 10回(5月～2月)

10組

 今日から俺はブーランジェ  
                         （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
  5回(5月～10月)

12人

 科学実験教室
（年長～小学２年生）

 なぜ？どうして？
 科学は不思議がいっぱい！

 第1日曜
 14時半～15時半
 10回(5月～2月) 

10人

 科学実験教室
　　　（小学3年～6年生）  

 なぜ？どうして？
 科学は不思議がいっぱい！

 第1日曜
 15時45分～17時
 10回(5月～2月)  

10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

 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　往復はがき(1枚に1講座)で。右上の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
             3月24日(火)＜当日消印有効＞　3月26日(木) 抽選
　　　※小学生の講座は1枚の往復はがきで第3希望まで申込可能(当選は1講座のみ)。
             ※成人女性対象のパン講座は11月開始を予定しております。
　　　　詳細は秋頃に「広報きしわだ」にて掲載予定です。

《返信の裏面》 《返信の表面》 《往信の裏面》

63円 63円

こちらの面には何も
書きこまないで
下さい。

〇
〇
地
区
公
民
館
行

あなたの住所・氏名を

記入して下さい。

(例)

参加したい講座名を記入

①住所

②氏名（ふりがな）

③年齢

④児童・生徒は学校名・新学年

⑤電話番号

⑥その他各講座必要事項

※館によって締切日が異なります
※消えるボールペンは
　使用しないでください

 少年教室／子どもの居場所教室
  問合せ先　岸和田市教育委員会　生涯学習課(TEL 423-9616)

教室名（対象） 内　容 場所・日時 定員

 少年教室　陶芸
（小学3年～6年生）

 作陶・絵付けなどを
 楽しく体験します

 市立公民館・中央地区公民館
 土曜日　10時～12時 20人

 少年教室　
 ジュニア・オーケストラ
 　　　（小学4年～6年生） 

 バイオリンを中心と  
 した合奏をします

 市立公民館・中央地区公民館
 土曜日　10時～12時 30人

 子どもの居場所教室   剣道
（小学3年～中学3年生）

 剣道を基礎から楽しく    
 学びます

 心技館
 土曜日　10時～12時 50人

 子どもの居場所教室   図工
 （小学4年～6年生） 

 絵画や工作を通して         
 たくさん仲間を
 作りましょう

 常盤地区公民館
 （桜台市民センター）
 土曜日　10時～12時

20人

 申込　はがき(1枚に1教室) (〒596-0072　岸和田市堺町1-1) または
　　　 メール(s-seisyonen@city.kishiwada.osaka.jp)にて｡
　　 　3月17日(火)＜必着＞　3月18日(水) 抽選

往信 返信

申し込み記入例（往復はがきの場合）

住

所

令和２年度 
定期講座生 募集!!


