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バイオリンを中心と
（小学4年〜6年生） した合奏をします

市立公民館・中央地区公民館
30人
土曜 10時〜12時

剣道を基礎から楽しく

（小学3年〜中学3年生） 学びます

心技館
土曜 10時〜12時

50人

通常はがき、またはメール(s-seisyonen@city.kishiwada.osaka.jp)に
必要事項（右下申し込み記入例《返信面》参照）を記入のうえ、ご応募下さい。
3月16日(火)＜当日消印有効＞ 3月17日(水)抽選のうえ、通知します。

市立公民館･中央地区公民館
〒596－0072

堺町1－1

講座名（対象）
心をつなぐ親子ヨガ

℡423－9615
内 容

講座日時・回数

親子でふれあいながら、 第4木曜 10時〜12時

（2歳〜就学前の
楽しくヨガをします
子どもと保護者）

10回(5月〜2月)

定員
10組

科学実験教室

第1日曜
（年長〜小学2年生） なぜ？どうして？
14時半〜15時45分(年長〜小２) 12人
（小学3年〜6年生） 科学の不思議を学びます 16時〜17時(小3〜小6)
12人
10回(5月〜2月)

茶道を通じ､思いやりの

なかよし茶の湯

（小学1年〜中学3年生） 心を学びます

第2･4土曜 10時〜12時
14回(5月〜1月)

いろいろな種類の肉料理 第2日曜 11時〜14時
8回(5月〜12月)
（成人） を学びます

肉バル開店！

アーユルヴェーダを暮ら 第3土曜 13時半〜15時半

スパイス生活

（成人） しの中に取り入れます

7回(5月〜2月)

男女
各8人

男のフラワーアレンジメント ダイナミックな作品を作 第2土曜 13時〜14時半
6回(6月〜12月)
（成人男性） ります

1

1

20

1

申し込み記入例（往復はがきの場合）
※消えるボールペンは使用しないでください

《往信面》

16人

初めての方でも気軽に参加 第4土曜 13時半〜16時半 男女
7回(6月〜11月)
（成人） できるパン作り講座です
各6人

パン道場

申込

15人

4

15人

〇
〇
地

住
所

こちらの面には何も
記入しないで下さい

《返信面》

区
公

右の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月23日(火)＜当日消印有効＞ 3月24日(水)抽選のうえ、通知します。
※1枚の往復はがきで第2希望まで申込可能(当選は1講座のみ)。

民

①参加したい講座名

館

②氏名（ふりがな）
未成年の場合は保護者氏名も

行

市立公民館分館（春木市民センター）
〒596－0006

春木若松町21－1

講座名（対象）

親や祖父母と子どものペ
親子でリフレッシュエクササイズ
アで運動や遊びをし、楽
（2〜4歳の子どもと保護者）
しく体を動かします
囲碁のルールを基礎から
子ども囲碁
（小学1年〜6年生） 楽しく学びます
子どもヨガ
（小学1年〜3年生） 呼吸法や簡単なポーズで
（小学4年〜6年生） ヨガの基本を学びます

講座日時・回数
第1日曜 10時〜11時半
10回(5月〜3月)

氏

10時〜11時(小1〜小3)
11時10分〜12時10分(小4〜小6)

10回(5月〜11月)
水曜（月3回）
生涯にわたり必要とされ
16時10分〜17時(小4)
（小学4年生）
る「言葉の力」と「考え
17時10分〜18時(小5)
（小学5年生）
る力」を身につけます
24回(4月〜3月)

はるき子どもカレッジ

筆で描いたり、紙を貼っ
第2･4火曜 10時〜12時
たり、おもしろい絵手紙
10回(5月〜10月)
（成人）
を楽しく作ります

あなたもできるアートな絵手紙

申込 右の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
4月2日(金)＜必着＞ 4月6日(火)抽選のうえ、通知します。
※「親子でリフレッシュエクササイズ」は子ども1人に付き保護者1人。

④児童・生徒は学校名・新学年

名

行

⑥郵便番号・住所
⑧その他各講座必要事項
※館によって締切日が異なります

20組

15人
15人

⑤性別
⑦電話番号

定員

第1･3土曜 9時半〜11時半
15人
10回(5月〜11月)
第1･3土曜

③年齢

参加希望者の住所

℡436－4500

内 容

令和３年度 講座生 募集！

市立公民館・中央地区公民館
20人
土曜 10時〜12時

新しいこと︑はじめませんか？

作陶・絵付けなどを

※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

申込

定員

（小学3年〜6年生） 楽しく体験します

ジュニア・オーケストラ
剣道

場所・日時

対 象：市内在住︑在勤︑在学の人
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：・申込方法は各館で異なります 各(欄参照 )
・学生は新年度の学年でお申し込みください
・ 月 日現在の年齢とし︑﹁成人﹂は 歳以上とします
・はがきでお申し込みの場合︑ 講座につきはがき 枚とし︑
参加者１人または１組でお申し込みください
・親子対象の講座は︑大人１人につき子ども２人まで可
参加者全員の氏名︵ふりがな︶︑年齢を記入してください
問合せ：各館へ 月(曜日・祝日は休館 )

内 容

TEL423-9616

※申し込みが少ない場合︑開講しないことがあります

陶芸

堺町1-1

※申込はがきに記載不備等がある場合︑抽選対象から除外することがあります

教室名（対象）

〒596-0072

内容を変更︵縮小または中止︶させていただく場合がございますので︑予め

生涯学習課

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会状況の変化等により

岸和田市教育委員会

ご了承ください

子どもの居場所教室

新型コロナウイルス感染対策
※講座を受講いただく皆様へのお願い

15人
15人
16人

37.5度以上の発熱、咳、のどの痛み、だるさ、息苦しさ、嗅
覚や味覚の異常など体調不良の症状がある場合、また、同居
されている方に感染や濃厚接触の可能性がある場合は、受講
をご遠慮ください

いきいき学びのプラン

（３）

山直地区公民館（山直市民センター）
〒596－0808

三田町715－1

講座名（対象）
親子体操

講座日時・回数

親子で身体を使って楽

（1歳半(歩ける)〜
しく遊びます
5歳の子どもと保護者）

鉛筆を使って書き方の
（小学1年〜6年生） 基礎を学びます

子ども書道（硬筆）

火曜 15時半〜16時半
20回(5月〜11月)
水曜 15時〜17時
20回(6月〜1月)

無理なくゆったり心と体の 第1･3木曜 10時半〜12時
（18歳以上） バランスを整えていきます 10回(5月〜10月)

ゆったりヨガ

おしゃれな寄せ植え
〜ギャザリング〜

（18歳以上）

申込

流行りのギャザリング
を学びます

第1木曜 13時半〜15時半
6回(6月〜12月)

〒596－0823

〒596－0103

稲葉町134－15

講座名（対象）

子ども

30人
30人
30人
10人

℡479－0898

内 容

講座日時・回数

定員

体を使って友だちと楽
（年中〜小学6年生） しく遊びます

第1･3土曜 14時〜15時
21回(4月〜3月)

15人

こども英会話（初心者） みんなで楽しく英会話
（小学1年〜5年生） を学びます

第1･3金曜 18時〜19時
20回(4月〜3月)

こども硬筆（えんぴつ） ひらがなからきれいな
（小学2年〜5年生） 書き方を学びます

第2･4土曜 13時半〜14時半
10人
18回(4月〜3月)

キッドビクス

楽・簡単体操
申込

簡単な体操で、楽しく
（成人） 健康をめざします

3月12日(金)･13日(土)

講座名（対象）

℡439－5900

内 容

講座日時・回数

筆を使ってすてきな文
（小学1年〜3年生） 字を書きます

子ども書道教室

子ども料理と菓子作り教室 料理やお菓子作りを楽
（小学4年〜中学2年生） しみます

（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

カラフルでかわいいア
アイシングクッキー教室
イシングクッキーを基
（成人）
礎から学びます
はじめてのピラティス 骨格の歪みや筋力・運動
（成人男性） 不足の方におすすめです
申込

15人

定員

土曜(月2〜3回) 13時〜15時
20人
30回(4月〜3月)
第2･4土曜 13時〜15時
22回(4月〜3月)
第1･3木曜 19時半〜21時
24回(4月〜3月)

10人

第4水曜 15時半〜17時
12回(4月〜3月)

20人

大宮地区公民館

加守町4－6－18

講座名（対象）

℡444－7138

内 容

講座日時・回数

仲良く囲碁を楽しみ思
子ども囲碁
（小学1年〜中学3年生） 考力をきたえます

第2･4土曜 10時〜12時
20回(4月〜3月)

元気にのびのびと書く
（小学1年･2年生） ことを楽しみます

第2･4土曜 10時〜11時
20回(4月〜3月)

10人

元気にのびのびと書く
（小学3年〜6年生） ことを楽しみます

第2･4土曜 11時〜12時
20回(4月〜3月)

10人

子ども書道（硬筆）
子ども書道（毛筆）

おりがみde
コミュニケーション

１枚の紙を通して想像
力を養います

（小学生〜成人） （低学年は保護者同伴）

男のヨガ
申込

講座名（対象）

子ども華道教室

華道の基本と礼儀作法

第2･4土曜 10時〜11時半
18回(4月〜3月)

10人

ジュニア・
アトリエパレット

子ども茶道教室

茶道の基本と礼儀作法

第1･3土曜 10時〜11時半
18回(4月〜3月)

12人

第1･3日曜 10時〜11時半
18回(4月〜3月)

18人

土曜日(月2〜3回)
10時〜11時(小4)
11時〜12時(小5)
24回(4月〜3月)

15人
15人

小物から日用品まで、モノ
（成人） づくりの楽しさを学びます

第3日曜 9時半〜12時半
10回(5月〜3月)

10人

水引細工の結び方を基
（成人） 礎から学びます

第2日曜 10時〜12時
6回(7月〜12月)

12人

（小学3年〜中学3年生） を学びます
（小学3年〜中学3年生） を学びます

子ども書道教室（毛筆） 筆を使って正しい文字
（小学3年〜6年生） の書き方を学びます
ときわ『学びの教室』
（小学4年生） 『言葉と思考の力』を
（小学5年生） 身につけます
日曜DIY教室

水引むすび教室
申込

光明地区公民館
〒596－0816

尾生町1231－3

講座名（対象）
親子リズム体操

講座日時・回数

定員

親子で一緒に楽しく身

第2･4金曜 10時〜11時半
22回(4月〜3月)

20組

（1歳半〜3歳の子どもと
体を動かします
保護者）

親子でお菓子づくり

親子で一緒にお菓子づ

（小学2年生以上1名と
くりをします
保護者）

楽しみながら和の文化

子ども茶の湯

第3土曜 10時〜12時
10回(4月〜3月)

初心者も身体が硬い方も心 第3土曜 10時〜11時半
（成人男性） 身ともにリラックスします 12回(4月〜3月)

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月16日(火)＜必着＞ 3月18日(木)抽選のうえ、通知します。

第3日曜 10時半〜13時
11回(4月〜3月)

（小学1年〜6年生） を学びます

第2･4土曜 10時〜12時
22回(4月〜3月)

皆で楽しく英会話を学
（小学3年〜4年生） びます

第2･4土曜 13時半〜15時
22回(4月〜3月)

子ども書道

筆を使って楽しく字を
（小学3年〜6年生） 書きます

第1･3土曜 13時半〜15時
22回(4月〜3月)

木工DIY（初心者向け） DIYでオリジナル作品
（中学生以上） を作ります

第4日曜 9時半〜12時半
11回(4月〜3月)

申込

10人

15人

14人
15人
15人
8人

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月16日(火)＜必着＞ 3月18日(木)抽選のうえ、通知します。
※「親子でお菓子づくり」、「子ども茶の湯」は食物アレルギーの有無、有の場合
はその食物を記入。
※「親子でお菓子づくり」は小麦粉、卵、乳製品のアレルギーの場合、受講不可。

新条地区公民館
〒596－0004

荒木町2－22－8

講座名（対象）

ひらがなの基礎から学
（小学2年生） びます

講座日時・回数

定員

子どもかきかた教室

第2･4土曜 9時20分〜10時
15人
18回(4月〜3月)

子どもお習字教室

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)

（小学3年生）
筆を使って基礎から学
（小学4年生）
びます
（小学5年･6年生）

ちびっこピカソ集まれ！ 第2･4土曜 13時〜15時
16回(5月〜3月)
（小学3年〜6年生） 楽しく描きます

子どもフラワーサークル 身近なもので花器を作
(小学3年〜6年生） りお花を楽しみます

第3土曜 10時〜12時
11回(4月〜3月)

子ども茶道教室

第1土曜 10時〜12時
10回(4月〜3月)

（小学4年〜中学1年生）

茶道の基本を学びます

身近なものを花器に使
大人の
第1水曜 10時半〜12時
フラワーアレンジメント 用してフラワーアレン
10回(4月〜3月)
（18歳以上） ジメントを楽しみます
中高年のための
初歩からの英会話を楽 第1･3土曜 10時〜11時
初めての英会話
22回(4月〜3月)
しみます
申込

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。3月16日(火)＜必着＞
または、3月2日(火)〜16日(火)9時〜17時に来館。
通常はがき(結果通知用)に住所、氏名(ふりがな)を記入し、持参のこと。
3月18日(木)抽選のうえ、通知します。

15人
15人
10人
15人
15人
10人
10人
16人

第1･2･3土曜 14時〜15時半
15人
22回(5月〜2月)

きっずイングリッシュ 歌やゲームなど楽しみ
（小学2年〜4年生） ながら英語を学びます

第1･3･5水曜 16時〜17時
20回(5月〜2月)

15人

土曜(月2回）10時〜12時
（小学4年生〜成人）
ギターを持っていなくて
19回(5月〜2月)
（小学生は親子ペアでのみ申込可） もOK（親子ペア優先）

20人

初心者ギター教室※2

ドレミから始めます

オトナのための
バレエの要素を取り入
バレエエクササイズ※3
れたストレッチです
（成人）

〒596－0801

講座名（対象）

火曜(月2回）10時〜11時半
20人
6回(5月〜7月)

内 容

講座日時・回数

就園前の時期を親子で

定員
10組

第2･4水曜 15時半〜17時
20回(4月〜3月)

10人

文字を書く楽しさを学
（小学1年･2年生） びます

第1･3土曜 10時〜11時
20回(4月〜3月)

10人

書のおもしろさを学び
（小学3年〜6年生） ます

第1･3土曜 11時〜12時
20回(4月〜3月)

10人

日本の文化に触れるこ

（小学1年〜6年生） とができます

子ども書道（硬筆）
子ども書道（毛筆）

（15歳以上）

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
20回(4月〜3月)

プリザーブドフラワー

基本テクニックを学びア 第3水曜 10時〜12時

歌体操

寝たきりにならない、

（成人） レンジを楽しみます

（成人） させないをめざします

11回(4月〜3月)

第3水曜 10時〜11時半
12回(4月〜3月)

25人

〒596－0002

講座名（対象）
書き方

内 容

知育だけでなく､心と

（小学3年〜中学3年生） 身体を育てます

お習字

ワンストローク
ペインティング

（成人）

申込

講座日時・回数

定員

身近な花器を使い楽し

第2土曜 10時〜11時半
10回(5月〜3月)

10人

筆に絵の具をつけグラ
デーションで描きます

第1･3土曜 10時〜12時
15回(5月〜12月)

16人

心身をすっきりとさせ

第1･3土曜 9時半〜10時半
20人
20回(5月〜3月)

（成人） て気持ちの良い一日に

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月24日(水)＜必着＞ 3月30日(火)抽選のうえ、通知します。

葛城地区公民館
〒596－0844

土生滝町689－1

講座名（対象）
親子リズム体操

℡428－1787

内 容
親子で体を使って

(1歳半〜就学前の
楽しく遊びます
子どもと保護者）

キッドビクス(全身運動) 体を使って友だちと
（4歳〜小学6年生） 楽しく遊びます

14人
25人

基礎から丁寧に指導し

（小学3年〜中学3年生） ます

静かな呼吸を通じ健康
静坐（せいざ）
や活力に満ちた人生を
（成人）
めざします
基礎から地域に役立つ
ドローンを飛ばそう
ドローンの活用まで学
（成人）
びます
手軽で人気のミニ電子
電子キーボード演奏
キーボードで演奏を楽
（50歳以上）
しみます

講座日時・回数
第2･4土曜
10時〜11時(小1)
11時〜12時(小2)
16回(4月〜3月)
第1･2･3金曜
16時半〜18時半
36回(4月〜3月)
第1･3土曜 10時半〜12時
16回(4月〜3月)

第1･3土曜 13時〜14時
18回(4月〜3月)

20人

（成人）

笑いヨガ
申込

笑いと呼吸法を使った楽 第2金曜 10時〜11時半

（成人） しいエクササイズです

葛城上地区公民館
〒596－0116

塔原町615－1

講座名（対象）

15人

℡478－8016
講座日時・回数

定員

子ども書道（硬筆）

鉛筆を使って書き方の

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）

文字の基礎を学び正し

第1･3水曜 15時〜16時半
24回(4月〜3月)

20人

（年長〜小学2年生） 基礎を学びます

女性の健康体操
ハタヨガ

（成人）

日本民踊

免疫力を高めて身体と心 第2･4水曜 13時半〜14時半
30人
のバランスを維持します 24回(4月〜3月)
心の安らぎと健康維持

（成人） を学びます

3月13日(土)・14日(日)13時〜17時

℡439－4786

内 容

親子でWAO！

（2歳〜就学前の
親子で楽しく遊びます
子どもと保護者）

親子のコミュニケーシ

（2歳前後〜就学前の
ョンを深めます
子どもと保護者）

科学と遊ぼう

卓球の基本を学びます
簡単な実験や工作をし

（小学3年･4年生） ます

楽しいマジック

（小学5年生〜成人）

シニア男性の家庭料理

手品を楽しく学びます
職員と楽しく家庭料理

（初心者限定）
を作ります
（60歳以上の男性）

申込

第2･4火曜 13時半〜14時半
30人
24回(4月〜3月)

直接来館。申込先着順。

並松町15－10

（小学2年〜6年生）

10人

10回(5月〜3月)

15人

内 容

子ども卓球

第1･3火曜 10時〜11時
20回(4月〜3月)

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月10日(水)＜当日必着＞ 3月12日(金)抽選のうえ、通知します。

第1･3金曜 10時〜11時半
ストレッチや筋トレを
取り入れ楽しく踊ります 21回(4月〜3月)

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月21日(日)＜必着＞ 3月23日(火)抽選のうえ、通知します。

20人

10人

15人

英語を始めましょう

親子体操

第1･3木曜 18時〜20時半
20回(4月〜3月)

第1･3金曜 16時〜17時
21回(4月〜3月)

子ども英会話

8人
8人

20人

15組

20人

講座名（対象）

第2日曜 14時〜16時
12回(4月〜3月)

第1･3木曜 10時〜11時半
20回(4月〜3月)

第1･3日曜 10時〜11時半
20回(4月〜3月)

光陽地区公民館

8人

定員

鉛筆を使って書き方の

（年長〜小学2年生） 基礎を学びます

申込

定員

講座日時・回数

子ども書道（硬筆）

℡445－8578

（小学1年生） 鉛筆の持ち方から丁寧
（小学2年生） に指導します

少年少女剣道

内 容

(小学3年〜6年生) くアレンジを学びます

〒596－0052

吉井町1ー21－1

℡428－6711

（小学3年〜6年生） くきれいに書きます

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月17日(水)＜必着＞ 3月18日(木)抽選のうえ、通知します。
※受講歴の有無を記入して下さい。
※「親子でWAO！｣は、2組まで子ども2人を連れての参加も可。

城北地区公民館

キッズ・フラワー

フォークダンス
エクササイズ

第2･4水曜 10時〜11時半
18回(4月〜3月)

ZUMBA（ズンバ）
フィットネス

土生町4－3－1

講座名（対象）

朝ヨガ

℡444－2097

（2歳〜就園前の
楽しみます
子どもと保護者）

子ども茶道

（２）

（小学1年〜6年生） 初級英会話です

箕土路町2－6－15

親子でWAO！

申込

15人

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月24日(水)＜必着＞ 3月25日(木)抽選のうえ、通知します。
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)
※1 「子ども書道（硬筆）」は、15時〜16時半の間で来館し、各人終了次第帰宅。
最終終了時間は17時です。
※2 「初心者ギター教室」は､ギターの有無を記入。
親子参加の場合は保護者氏名(ふりがな)も記入。
※3 「オトナのためのバレエエクササイズ」は、1歳半〜未就学児童の保育有り(先着6名)。
保育希望の場合は保育児の氏名（ふりがな）、年齢、人数を記入。

箕土路青少年会館

℡441－4123

内 容

定員

第1･2･3木曜 15時〜17時
23回(5月〜2月)

申込

（50歳以上）

10人

8組

講座日時・回数

〒596－0825

子ども書道（硬筆）※1 えんぴつで書くことの
（小学1年〜6年生） 楽しさを学びます

℡441－8889

内 容

内 容

R3.3

旭地区公民館（東岸和田市民センター）

℡443－6848

身のまわりにあるもの
で絵や工作をします
（小学1年〜6年生） （初めての方限定）

申込

1面の往復はがき記入例を参考にご応募下さい。
3月21日(日)＜必着＞ 3月24日(水)抽選のうえ、通知します。

子ども絵画教室

定員

池尻町339－2

定員

20人

第2日曜 10時〜12時
11回(4月〜3月）

〒596－0813

℡428－9229

講座日時・回数

講座名（対象）

16人

往復はがきの場合、1面の記入例を参考にご応募下さい。3月19日(金)＜必着＞
または、3月12日(金)〜19日(金)9時〜17時に来館。
通常はがき(結果通知用)に住所、氏名(ふりがな)を記入し、持参のこと。
3月23日(火)抽選のうえ、通知します。

〒596－0042

下松町4－17－1

子ども英会話

磯上町1－14－41

リズムに合わせて
かろやかに

10人

9時半〜17時 直接来館。新規申込優先・申込先着順。

大芝地区公民館
〒596－0001

第2･4火曜 13時半〜15時
22回(4月〜3月)

八木地区公民館（八木市民センター）

内 容

定員

往復はがきの場合、1面の記入例を参考にご応募下さい。3月31日(水)＜必着＞
または、3月2日(火)〜31日(水)9時〜17時に来館。
通常はがき(結果通知用)に住所、氏名(ふりがな)を記入し、持参のこと。
4月2日(金)抽選のうえ、通知します。
※「おしゃれな寄せ植え」は初回3,500円(材料費・鉢代込)、2回目以降4,500円〜
(材料費)、鉢代が別途必要です。

山滝地区公民館

いきいき学びのプラン

常盤地区公民館（桜台市民センター）

℡441－1451

内 容

R3.3

講座日時・回数

定員

第2･4金曜 10時〜11時半
20回(4月〜3月)

10組

第1･3金曜 10時〜11時半
20回(4月〜3月)

10組

第1･3土曜 15時〜17時
20回(4月〜3月)

20人

第2日曜 10時〜11時半
12回(4月〜3月)

15人

第3日曜 10時〜12時
12回(4月〜3月)

10人

第1日曜 9時〜12時
10回(4月〜3月)

10人

往復はがきの場合、1面の記入例を参考にご応募下さい。
3月16日(火)＜当日消印有効＞
または、3月2日(火)〜3月16日(火) 9時〜21時に来館。
通常はがき(結果通知用)に住所、氏名(ふりがな)を記入し、持参のこと。
3月19日(金)抽選のうえ、通知します。

いきいき学びのプランR3.3

（４）

たんぽぽ家庭教育学級ってなーんだ？
今回は月2回金曜日10時～12時に市立公民館・中央地区公民館で
活動している「たんぽぽ家庭教育学級」について紹介します！！
普段のたんぽぽってどんな雰囲気？

たんぽぽに入ったきっかけは？

たんぽぽの学級生は年齢や
出身地はバラバラだけど、毎回
わいわい楽しく集まっています。
学級生はサバサバした人が多い
ので、ちょっと聴きたいこと、
話したいことを気軽に話せる
関係がとても心地良いです。
育児に関することだけじゃなく、
最近の趣味や昨日見たテレビの
話など話題は尽きません！

・公民館のあかちゃんサロンで職員から誘われて。
・出産をきっかけに岸和田へ引っ越ししてきたので、
お友だちを作りたかった！
・私が子どもの頃、母がたんぽぽに入っていて昔から
身近な存在だったから。
・学級生OGの姉からの勧めで。

※今年度はコロナのため7月より活動開始しています
（通常は5月に開講式）

たんぽぽ家庭教育学級1年間の学習スケジュール（令和2年度）
日にち

学習テーマ

日にち

学習テーマ

7/10

開講式

12/11

運営

7/31

運営

12/18

学習

9/11

運営

1/8

運営

9/18

学習

共感力って大切
1/22
～子どもの気持ちに寄り添って子育てできたらいいな～

学習

9/25

運営

2/5

運営

10/9

運営

2/19

学習

10/23

学習

2/26

運営

11/13

運営

3/12

閉講式

11/27

学習

親子で料理をしよう～料理を通して育む親子の絆～

ガイドさんと岸和田城周辺散策

3/26

お正月しめ縄づくり体験

子どもの習い事や進学、老後のために貯金もしたい！
これからの子育てに必要なお金ってどれくらい？

いざという時に備えて！おやこで防災

準備委員会 来年度の準備

開始！

運営は主に
次の学習の準備をしています！

先生の見本どおりに作るのではなく、自分で想像力を膨らませ
て作るので、丸い形にしたり、ねじってリボンのような形にした
り、オリジナリティーあふれるしめ縄が完成しました。
学習の間、子どもは保育室にいるので、安心して学習に集中で
きます。学習内容は、講演を聴く座学もあれば今回のように創作
や調理実習もあるので、飽きることなく楽しく学習ができます。
毎年の学習内容は、年度末に聴きたいこと、気になることを学
級生同士が話し合って決めます。
学習日では講師や専門家を学級生だけで独り占めできるので、
知らない人の前ではなかなかしにくい質問や相談がしやすいこと
も、家庭教育学級の魅力のうちのひとつなんです！

しめ縄完成！

委員長さんからひと言
たんぽぽは先輩ママから
リアルな育児経験談が聴けるし、
学級生同士幼稚園選びの情報収集も
できていいこと尽くしです。
たんぽぽの学習日は子どもを預けて、
自分だけの貴重な時間を過ごせるので
普段の生活にメリハリが生まれます。
そして何よりも学級生同士の
おしゃべりが一番のストレス発散です。
いつでも気軽に見学に来てください！
お待ちしています！

12

12月学習に向けての
運営（準備）の様子

学級生が学習している時間は、
たんぽぽの卒業生さんがボランティアで
保育をしてくれます。
保育は1歳半からが対象となります。
学級生同士の繋がりだけではなく
先輩ママとの交流のチャンスもあるのが
家庭教育学級の魅力のひとつです。

学級名
（対象）

活動場所

たんぽぽ
（乳幼児）

市立公民館・
中央地区公民館

すまいる
（乳幼児）

山直地区公民館

のび のび のび
（乳幼児）

旭地区公民館

ときわ
（小学生）

常盤地区公民館

にこにこ
（小学生）

山直地区公民館

はぐくみ
（小学生）

旭地区公民館

ひだまり
（中高生）

常盤地区公民館

この日の運営は 月に学習する
「お正月しめ縄づくり」に向けての
準備日。当日の役割分担や、持ち物
の確認をしています。
打合せの合間には、最近近所に
できたおしゃれなカフェの話から、
昨日見たテレビの話、子育てに関す
る情報交換まで、話題は尽きません。

12月の学習「お正月しめ縄づくり」の様子

一方その頃 保育室では、、、
学級生が学習している間、
子どもたちは保育室で
楽しく遊んでいます。
この日は「新聞紙で雪合戦」。
新聞紙をびりびり破いて
丸めて投げて
楽しんでいます！
11時になったらみんなで
おやつの時間！

家庭教育学級は、たんぽぽ以外にも6学級あります！！
家庭教育学級では随時、新規学級生募集中！
今回は乳幼児をもつ保護者対象の家庭教育学級「たんぽぽ」を紹介しま
したが、他にも小学生や中高生の保護者対象の家庭教育学級もあります。
岸和田市教育委員会主催の家庭教育学級と聞くと、漢字ばかりでお堅い
イメージがありますが、そんなことはありません！
それぞれ学級内の雰囲気が違うので、みんなでわいわい
楽しくお話しするのが好きな方や、人見知りでなかなか
お友だちを作るのが苦手な方も、色々な学級へ足を
運んで自分に合った学級を探してみるのもおすすめです。
もし少しでも気になる学級がある場合、見学は新年度が
始まる前の3月～4月頃がねらい目！！各学級へ見学の
↑
QRコードは
申込みや詳細情報は右のQRコードからご連絡ください。
こちら！

