
定員 受講料

12,000円（全12回）
資料代　300円

12,000円（全12回）
資料代　300円

12,000円（全6回）
粉代、テキスト代　4,000円

そば持ち帰り用タッパー、キッキンペーパー、頭に被るもの、エプロン、
タオル2本、筆記用具

多摩ソバリエの会主催、江
戸東京そばの会公認イン
ストラクター

会場　JR豊田駅北口周辺
(会場は申込後、ご連絡いたします)

Aコース
9：00
～

11：00

Bコース
11：30

～
13：30

そば打ち・入門講座 海野　靖雄

各4名

健康フ.ラ.ダンス
13：30

～
14：30

太極拳と気功は故郷台湾で古くから医療体育とし
ての健康法です。年配の方も虚弱体質の方も体力
に合わせて、無理なく参加できます。

4/10、24
5/8、22
6/12、26
7/3、24
8/7、21
9/4、25

樁功の練習(呼吸法)、　太極拳の手
法練習、歩法練習、　単式動作の練
習、連續動作の練習、　養生功の練
習

月2回　月曜日開催

12名 動きやすい服装、踵のない運動靴、飲料水

丹羽　るみ

月1回　金曜日開催

初心者のための「そば打ち」実践講座。　自分で
打ったそばは、持ち帰りが出来ます。　そばの歴史
も学べる、楽しい講座です。

4/21
5/19
6/23
7/21
8/25
9/22

13：30
～

15：00

講習名 講習日時、講習内容など
講　師

持ち物など

4/11、25
5/9、23
6/13、27
7/11、25
8/8、22
9/12、26

リトミック、ベーシック、フラの話し等、
足の基本(リズム)、  1曲を4部に分け
1部～4部の各フリの練習、 仕上げ

日本武術太極拳連盟公認
A級指導員　太極拳インス
トラクター

初めての太極拳教室
「入門・初級と養生功」

動きやすい服装、靴 (ダンスシューズ可)

松本　雅子

年令を問わないフラダンス。趣味として、美容健
康、認知症予防のため、癒しの音楽にあわせて踊
りましょう。 全12回で1曲を仕上げます。

月2回　火曜日開催

15名 ｸｳﾚｲﾅﾆ.ﾌﾗﾚｱ.ｽﾀｼﾞｵ　ﾐﾘﾗ
ﾆ･ﾏｻｺ&KOALOHA

● どなたでもお申込みいただけます。見学希望の方は事前に連絡をお願いします。 

● 会場は日野市シルバー人材センター２階会議室です。 

● 先着順で、定員になり次第締め切らせていただきます。 

● 各コースお申込み5名未満の場合は、開催いたしません。 

● 受講料等のお支払は、各講座の初日に全額現金で納入ください。 

  （返金はいたしませんので、ご注意ください。）   

● お申し込み後、3月15日以降に受講をキャンセルされる場合は、材料費、テキスト代等申し受ける場合 

       があります。 

■お申し込み  

  平成29年3月7日(火) 午前8時30分 電話にて受付を開始いたします。 
            日野市シルバー人材センター  ℡０４２－５８１－８１７１ 
 

         受付締切  平成29年3月13日（月） 
              ※ 受付初日に限り電話のみの受付となります。 

 

いきいきカルチャー教室  平成29年4月～平成29年9月 



定員 受講料

4/5 生活基盤となる人間関係づくりの話し方

5/10 人間関係を充実させる会話法

6/7 話しの効果ｱｯﾌﾟを図る人に好かれる法

7/5 相手の自尊心を守る肯定的表現法

8/2 相手に対応した分かりやすい言い方

9/6 言葉遣い、敬語遣いの基礎

4/13 日本の世界遺産、日本史の時代区分

4/27 白神山地、屋久島、三内丸山遺跡

5/11 吉野ヶ里遺跡

5/25 百舌鳥・古市古墳群

6/8 宗像・沖ノ島

6/22 法隆寺、法起寺

7/6 飛鳥古京

7/20 藤原京、薬師寺

8/3 平城京跡

8/17 春日大社、興福寺、唐招提寺

8/31 東大寺

9/14 加茂別雷神社、賀茂御祖神社

14,000円（全12回）
教材費　1,000円

12,300円（全6回）
資料・作品集代　2,000円

概ね月2回　木曜日開催

20名 ノート、筆記用具 元東京都立高等学校教諭
(地理･歴史担当)

教養日本史

世界遺産を通して学ぶ日本の歴史
原始・古代編　(縄文時代から平安初期)

日本には現在世界文化遺産が16、自然遺産が4、
世界記憶遺産が5あります。これらに暫定リストに
掲載されている文化遺産候補、無形文化遺産など
を加え、その中から各時代の遺跡、寺社、文書、芸
能などを幾つか取り上げ、どんな政治状況や文化
的背景のもとで造り出され、現代まで残されてきた
かを探り理解を深めていきます。

月1回　木曜日開催

平野　直樹

13：00
～

15：00

筆記用具、国語・漢字辞典、歳時記(電子も可)
俳人協会会員

6,000円（全6回）

月1回　金曜日開催

元出版社制作部長
「多摩文学の会」主催

エッセイ・みるみる上達塾 海野　靖雄

4つのポイントを学んでエッセイを書く、やさしくて楽
しい文章講座です。最後に作品集を発行します。

＝＝＝　楽しく学び、楽しく活かす　＝＝＝

日常生活での実用的な話し方を実習を交えて学習
します。

13：00
～

15：00

牛山　武

筆記用具

10：00
～

12：00

花や鳥などの季節の季語を勉強し、「実作こそ第
一に」をモットーに俳句に親しんでいきます。花や
鳥の名前を知れば親しみが生まれます。暮らしの
中で、より花や鳥と仲良くなり、句を作りましょう。
きっと心豊かな日々が送れることでしょう。

佐藤　雄三

14名 6,000円（全6回）

青井　正行

話し方総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ所
長、総合教育ｺﾝｻﾙﾃｨﾅﾝｸﾞ
講師、日本交流分析協会ｲ
ﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

4/14
5/12
6/9
7/14
8/18
9/8

季節を通して句を詠んでいきます。
13：00

～
15：00

子供への読み聴かせ
デイサービスでのボランティア
発表の場としての朗読会

すぐ役立つ実用的話し方

いきいき俳句

※初回に400字以内の作品(ﾃｰﾏ自由)をお持ちください

エッセイの書き方①～④、　文章の決
まりごと、　思い出の人に手紙を書こ
う、　書き出しと終わり方、　毎回、全
員の講評と添削をします

13：00
～

15：00

12名 ノート、筆記用具

10名

講習名 講習日時、講習内容など
講　師

朗読講座

持ち物など

4/10、24
5/8、22
6/12、26
7/10、24
8/14、28
9/11、25

4/13
5/18
6/15
7/13
8/17
9/14

月1回　水曜日開催

月2回　月曜日開催

15名 筆記用具
第1回文京区朗読ｺﾝﾃｽﾄ
出場、第32回ｹﾞｰﾃの詩朗
読ｺﾝﾃｽﾄ　出場

「外郎売」を通して発音の基本を学ぶ
詩、随筆、小説等の朗読
聴かせる朗読を目指す
音声CDの作成

18,000円（全12回）
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定員 受講料

4/5 (教室)　実施要領の説明、レクチャー

4/19 昭和記念公園(桜)　撮影実習

5/17 (教室)　実習の講評、レクチャー

5/31 多摩動物公園　撮影実習

6/7 (教室)　実習の講評、レクチャー

6/21 本土寺(あじさい、花菖蒲)　撮影実習

7/5 (教室)　実習の講評、レクチャー

7/19 横浜　みなとみらい　撮影実習

8/2 (教室)　実習の講評、レクチャー

8/16 江ノ島、鎌倉　撮影実習

9/6 (教室)　実習の講評、レクチャー

9/20 写真展鑑賞と街のスナップ

12,000円（全12回）
材料費　1,000円

12,600円（全12回）
水屋料　2,400円/月

15名

足袋、肌襦袢、裾よけ、長襦袢、着物、帯(半巾、名古屋)、帯板、帯
枕、帯あげ、帯じめ、伊達じめ2本、腰ひも4本、タオル4枚、襟芯

きもの着付学院講師
日本きもの文化振興協会
着付師　講師

12,600円（全12回）

着付け教室
(火曜日) 4/11、25

5/9、23
6/13、27
7/11、25
8/8、22
9/12、26

小物の説明、補正の説明とつけ方、
長襦袢の着方・たたみ方、着物の着
方・たたみ方、名古屋帯の結び方、浴
衣の着方、半帯の結び方、帯の変わ
り結び

10：00
～

12：00

佐藤　禮子

日本の民族衣装である着物を一人でも多くの方に
親しんでいただき、一人で着る楽しさや喜びを知り
心豊かな日本女性となっていただける様企画いた
しました。　タンスの中に眠っている和服を活用し
てみませんか。

月2回　火曜日開催

20名 12,600円（全12回）
足袋、肌襦袢、裾よけ、長襦袢、着物、帯板、帯(半巾、名古屋)、帯
枕、帯揚げ、帯締め、伊達締め2本、腰ひも4本、襟芯、タオル3枚

挨拶の仕方、　道具の名称、　割り稽
古　帛紗さばき、　お菓子のいただき
方、　お抹茶のいただき方、　盆略点
前

名取　まゆみ

裏千家茶道茶名　名取宗
眉、華ﾒﾃﾞｪﾙ茶道講師　ｻﾝ
ｹｲﾘﾋﾞﾝｸﾞｶﾙﾁｬｰ倶楽部
講師

京都きものｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会
着付師一級

13：00
～

15：00

12名 動きやすい服装、飲料水 日本ｽﾎﾟｰﾂ吹矢協会　上級
公認指導員

殿江　巳代子

着物は誰にも似合う衣服です。　お持ちの物で練
習します。　和装に関する知識と一人で着れる喜び
を皆で楽しく進めていきたいと思います。

全12回　木曜日開催

楽しく学ぶ　写真教室

10：00
～

12：00

岡田　安正

写真を趣味として、自分の作品を家に飾ったり、展
覧会への出展、コンテストへの応募等を可能とする
作品作りを目指します。　デジタルカメラによる屋外
での撮影実習とその講評を主体にカメラの仕組み
から撮影知識の解説、画像の編集までのレク
チャーを行います。

月2回　水曜日開催

スポーツ吹矢健康法 4/12、26
5/10、24
6/14、28
7/12、26
8/9、23
9/13、27

腹式呼吸と胸式呼吸を合わせた吹矢
式呼吸法で楽しく矢を吹きます。

10：00
～

12：00

後藤　紘敏

フィルムでできた軽い矢を飛ばして的に当てる。
ゲーム感覚で楽しみながらできる健康法です。　精
神力、集中力を高め、血行促進により、細胞の活
性化を計ります。

月2回　水曜日開催

18,000円（全12回）
教室・・・作品及び映像データ、筆記用具

撮影実習・・・デジタルカメラなど

講習名 講習日時、講習内容など
講　師

持ち物など

20名

着付け教室
(木曜日) 4/13、27

5/11、25
6/8、22
7/13、27
8/10、24
9/14、28

下着・補正の仕方　長襦袢の着方、
着物の名称とたたみ方、 ふだん着の
着方、　半巾帯の結び方、　ゆかたの
着方、　きものの着方 名古屋帯、 名
古屋帯の変わり結び、　半衿の付け
方

10：00
～

12：00

フォトマスター検定、総合エ
キスパート取得、日本写真
講師協会公認　フォトイン
ストラクター

テーブルと椅子で楽しむ茶道 4/11、25
5/9、23
6/13、27
7/11、25
8/8、22
9/12、26

テーブルと椅子を使うので正座の心配がありませ
ん。形式ばらずに気軽に家庭や畳のない場所で楽
しむことができます。洋服でできる茶道。お友達を
誘って始めてみましょう。　初心者の方、男性の方
も大歓迎です。

月2回　火曜日開催

10名
帛紗、古帛紗、扇子、懐紙、楊子、ベルト

( 希望者には道具レンタル　12回3,600円 )
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定員 受講料

13,600円（全12回）
材料費　1,500円/月

18,000円（全12回）
材料費　900円

各18,000円（全12回）
材料費　各4,000円

12,600円（全12回）
材料費　1,500円/月

12,000円（全12回）
テキスト・資料代　300円

各15名
日野市美術連盟会員

各月2回　木曜日開催

F8スケッチブック、クロッキー帳、6B～8B鉛筆、その他画材

創作粘土＜ﾗ ﾊﾟﾝﾎﾞｰﾗ＞師
範　読売文化ｾﾝﾀｰ　ｶﾙ
ﾁｬｰ講師

岡本 美治

午後コース

13：00
～

15：30

画材の取り扱い方、　楽しく描技法、
人物デッサン、　静物デッサン、　風
景デッサン、　裸婦デッサン　など

4/6、20
5/18

6/1、15、29
7/6、20
8/3、17
9/7、21

華ﾒﾃﾞｪﾙｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、ｲﾗｽ
ﾄﾚｰﾀｰ、ｸﾞﾗﾌｨｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ　ｻ
ﾝｹｲﾘﾋﾞﾝｸﾞｶﾙﾁｬｰ教室　講
師

油絵、アクリル(水彩)画材による絵画制作技法を
楽しく入門する。　デッサンする喜びと絵を完成さ
せる楽しさを身につける。裸婦デッサン、着衣人物
画の楽しさを追及し、簡易技法を手に入れる。

午前コース

9：30
～

12：00

絵手紙は文字やことばだけでなく、季節の花や果
物などの絵を添えることで、表現がやわらぎ届いた
相手の顔が思わずほころびます。どうしたら簡単に
きれいに描けるのかを学びます。絵や文字が
ちょっと苦手な方もこの機会に楽しみましょう。

月2回　火曜日開催

小さなエンゼル、　少女のレリーフ、
少女立人形、　小さな人形又は小物

月2回　木曜日開催

10：00
～

12：00

10名 エプロン、雑巾、細工道具(お持ちの方は持参してください)

10：00
～

12：00

紙粘土で作るお人形です。　素朴で暖かみのある
粘土から生まれた人形には限りない可能性が秘め
られています。素材の面でも色々なものを加え、作
品に異なった情趣を表現します。　初心者の方でも
簡単にできる作品から始めます。レリーフ、ブロー
チ、小物作りも楽しめます。

名取　洋一

10名 水彩絵具12色程度、中筆、墨汁、ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ、筆洗、鉛筆、絵皿

かんたん絵手紙

書道教室
10：00

～
12：00

野上　蒼空

美の世界を追求する芸術書道と、暮らしに役立つ
実用的な格調高い実務書道。いずれも基本から正
しく丁寧に指導いたします。
初心者歓迎です。

月2回　金曜日開催
よみうり書道教室　学書院
正師範　十段、実務書道師
範一級

15名
筆(大、中、小)、半紙、墨汁、墨汁受皿、下敷き、文鎮、雑巾、
新聞紙

4/7、21
5/12、26
6/9、23
7/7、21
8/4、18
9/8、22

基本運筆、基本応用文字、　漢詩(楷
書)又は実務用語、　漢詩(行書)又は
宛名書き、　漢詩(草書)又はのし袋表
書き、　漢詩古典または賞状書き、
漢詩小画仙又は掲示文

4/4、18
5/16、30
6/6、20
7/4、18
8/1、29
9/5、19

絵手紙ってどんなもの、　道具につい
てⅠ・Ⅱ、　季節の花や景色を描く、
文字の形を考え描く、　絵の具の濃淡
を考える、　絵の省略や強調、　こと
ばを考える、　手紙を出す相手はだ
れ、楽しい文字やおもしろい文字

上原　泰子

油絵、アクリル(水彩)による

絵画入門
林　猛

13：00
～

15：00

絵を描きたくてもどのように描いたらよいかわから
ない方のための講座です。身近な物を描くことによ
り、基本的な線や影、光のとらえ方、立体感の出し
方、構図のとらえ方などを学びます。

月2回　金曜日開催
元小中学校　図画工作、美
術科教員

16名
武蔵野美術大学卒業

2B鉛筆、ｶｯﾀｰﾅｲﾌ

楽しく描こう鉛筆画・水彩画 4/14、28
5/12、26
6/9、23
7/14、28
8/18、25
9/8、22

絵を描くための物の見方、考え方、
絵を描くための物のとらえ方、表し
方、　基本的な立体感の出し方、　基
本的な構図の取り方、　基本的な完
成の仕方

創作紙ねんど人形
4/6、20
5/18

6/1、15、29
7/6、20
8/3、17
9/7、21

講習名 講習日時、講習内容など
講　師

持ち物など
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定員 受講料

12,000円（全12回）
テキスト、資料代　2,500円

<頼山陽>

4/18 青年期…脱藩・廃嫡、大波乱の出発

5/16 壮年期…九州旅行、マザコン頼山陽

6/20 円熟期…文人サロン、日本外史完成

<李白>

7/18 遍歴期…峨眉山月、白帝城、静夜思

8/22 長安期…玄宗と楊貴妃、阿倍仲麻呂

9/19 漫遊期…杜甫との交友、山中問答等

出席ごとに600円（全10回）
資料代　200円、冊子代300円

30名 会場 ： 愛燐舎ホール（日野市多摩平３丁目）

国立音楽大学卒業、元小・
中学校音楽教師

国立音楽大学卒業、元小・
中・高校音楽教師

懐メロ童謡教室「きずな」
4/6、20
5/18

6/1、15
7/6、20

8/3
9/7、21

誰もが知っている懐メロや童謡、唱歌
を一緒に歌いませんか？
大きな声で歌うと、健康にもとても良
いですよ！
６月には「童謡と唱歌のフェスティバ
ル」に出場します。

13：00
～

15：00

村上　悦子

♪歌は心と体の栄養剤♪

森川琉子概ね月2回　木曜日開催

やさしい英語で学ぶ
世界のおとぎ話

八村　耕治

講　師
持ち物など

講習名 講習日時、講習内容など

元日本ﾃﾚﾋﾞ勤務　米NBC
ﾈｯﾄﾜｰｸで研修　豊富な海
外取材経験　24時間ﾃﾚﾋﾞ
事務局長　国際児童画展ﾌﾟ
ﾛﾃﾞｭｰｻｰ

全12回　木曜日開催

20名 筆記用具、辞書など

「裸の王様」など、よく知られた寓話をやさしい英語
で楽しく学びます。お子さんやお孫さんに読み聞か
せ出来るよう、一つひとつの単語の意味や発音を
丁寧に学びます。知らずしらずに英語力が身につ
き、英会話の力も驚くほど向上します。ゆっくりと急
がず、楽しみながら英語力が着実に増える教室を
目指します。

4/13、27
5/11、25
6/8、22
7/13、27
8/10、24
9/14、28

13：30
～

15：30

日英両国語での朗読(教材付属CD)を
参考に物語の内容を把握
単語一つひとつの意味と発音を確認
基礎的な文法を学習
リズムや抑揚などを学習しながら正し
い発音での朗読を練習

「詩吟の味わい方」講座
～李白と頼山陽を楽しむ～

13：00
～

15：00

田中　政寿

李白と頼山陽は、日野市詩吟大会の登場ランキン
グで断トツの1位と2位です。　　今回は、二人の詩
人への理解を深く掘り下げ、詩吟を通してその魅
力を楽しみましょう。　併せて、詩吟のイロハ、漢詩
の歴史等にも触れます。　初心者歓迎！

月1回　火曜日開催

12名 筆記用具、辞書など6,000円（全6回）
宏升流宏総会、日野市吟
詠連盟、日野市漢詩連盟
所属

■お申し込み  
  平成29年3月7日(火) 午前8時30分から電話にて受付   

  ℡０４２－５８１－８１７１  

 

■教室会場  
  日野市シルバー人材センター 2階会議室  日野市日野本町2-4-7 
 
 

いきいきカルチャー教室の講師も募集しております！ 
 ※講師への手続き等は事務局までお問い合せください。 
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定員 受講料

※月謝のお支払いは、2か月ごとまたは6か月まとめてのご納入をお願いしております。

こども珠算教室
小学3年生～小学6年生

小学校３年生以上を対象にしたそろばん教室です。 月曜日クラス

生活の中ではほとんど使用することがなくなってしまったそろば 6級以上対象

んですが、近年、そろばん教育は集中力、記憶力、想像力など、 16：00～17：30

子どもたちの様々な能力を向上させることが科学的に実証

各曜日 月額3,000円

教材費2,000円（年間）

されてきています。 火曜日クラス

この機会にそろばんを始めたいかたにお勧めです。 初心者～７級程度対象

12名
日商珠算検定にもトライしていきます。 16：00～17：30

こども英語中学準備コース
小学校６年生を対象にした中学準備教室です。文法をわかり 木曜日

易く、「書く」「聞く」「読む」「話す」を学習する中学英語を先取り

12名
月額3,500円

教材費1,200円（年間）

した準備コース。中学での英語学習もスムーズに移行できます。 16：30～17：30

教科書としてＣＤ付きテキストを使用します。

12名
月額3,500円

教材費1,200円（年間）

のCDを聞いたり、歌やゲームを交え、話す練習をして、楽しみ 16：30～17：30

ながら英語を身につけます。最終目標は英検５級！

講習名
講習内容など 講習日時

こども英語　　初級
小学校５・６年生を対象とした英語初級教室です。 金曜日

前期を受けていなくても大丈夫。カードを使ったり、ネイティブ

 ■ところ  日野市日野本町２－４－７ 

         Tel042-581-8171  Fax042-584-8390 
  ■交 通 ＪＲ日野駅 徒歩10分 

        京王線 高幡不動駅より日野駅行きバス 

         「生活・保健センター前」下車徒歩3分 

 ■駐車場 10台 

■お申込み： 平成29年3月7日(火) 午前8時30分 電話にて受付を開始いたします。  042-581-8171      

    小学生対象の教室 
          

 

公益社団法人 日野市シルバー人材センター 
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