詳しくは、中央公民館へ問い合わせください。

４月開講

平成23年度

気軽に生涯学習

講座名

受講生募集
そのほかの講座

こんなことが学びたい

持ち込み講座
中央公民館では、皆さん自身が

成人講座
○パソコン教室

企画する学習活動を奨励し、
「持

・ワード初心者４回コース

ち込み講座」を開設しています。

5/12

・16

・19

・23

14:30 〜 16:30
・エクセル初心者４回コース

〜公民館とタイアップ事業〜
対象

講座を開設するためには、次の
①おおむね 10 人以上の受講者を

い。

まっていること

生涯学習活動の一環として適当
な内容であれば、指導者に対する
謝礼金・会場使用料の助成をしま

6 月予定

す。ただし、会場使用料の助成に
ついては、中央公民館や地区公民
館、町民体育館などの公民館関係
施設を利用した場合とします。
詳しい内容については、中央公
民館に問い合わせください。
【過去に開設した例】 絵手紙、ヨ
デジカメの基礎を分かりやすく学ぶ

ガ、パッチワーク、雅印教室、韓
国料理教室など。

少年教室

内容

高齢者大学

第38 期生

☎ 582-3129・3104

桑折公民館 ☎ 582-2564
睦合公民館 ☎ 582-2468
伊達崎公民館☎ 582-4313
半田公民館 ☎ 582-3121

成人講座

かやのき学園

こおり友遊くらぶ

〜友達とたくさんの体験をしよう〜

〜楽しく学び趣味を見つける〜

〜楽しく生きがいづくり〜

対象

４月から新たに４・５・６

対象 65 歳以上の男女

年 生 と な る 小 学 生（ 定 員

定員

20 人）
平成 23 年４月

時間

２〜３時間程度

〜平成 24 年３月
時間

内容

①親子体操
②親子ふれあい料理教室

料理、キャンプなど

（定員 30 人）
平成 23 年４月

時間

9:30 〜 11:30

内容

〜平成 24 年２月

9:30 〜 11:30
（主に金曜日、全 11 回）

20 歳以上の男女

期間

期間 平成 23 年４月

（主に日曜日、全８回）

町民体育館など

対象

桑折 50 人、睦合 30 人
伊達崎 30 人、半田 30 人

〜平成 24 年２月

中央公民館、
各地区公民館、

（主に水曜日、全 10 回）
内容

テーマ「心を豊かにする学

テーマ「生きる学びⅡ」に

び」に基づき、学習内容を

※普段体験できない活動を予定し

基づき、講話、実技、移動

参加者で計画します。
（講

ています。

学習、遠足などを実施しま

話、実技、移動学習など）

す。

③そのほか、希望する内容

※希望者のみのクラブ活動もあり

【過去に開設した例】

ます。

陶芸、折り紙など
※上記①〜③の中から実施してみたい
講座を１つ選んで、団体で申し込みく
ださい。詳しい内容、開催日程につい
ては、担当者と打ち合わせの上決定し
ます。
※各講座、申し込み多数の場合は、抽
選となります。
※講座の内容により、実費負担をいた
だく場合があります。

各地区公民館

中央公民館

◎ E-mail:shougai@town.koori.fukushima.jp

こおりキッズスクール

期間
の開催も可）

場所

中央公民館

○かやのき学園

時間 ２時間程度（土・日・夜間

③営利目的や利益につながる運営
にならないこと

○こおりキッズスクール○こおりキッズスクール
リーダー○こおり友遊くらぶ○親子教室○持ち込
み講座○そのほかの講座

供会、PTA、スポ少など）
※少人数の団体はご相談くださ

②学習内容や時期、指導者が決

○初心者向けデジカメ講習会

親子で参加できる団体（子

条件が必要です。
確保できる人（団体）

12 月予定

親子教室

申し込み先

年間計画（予定）

年間計画（予定）

４/17

開講式

６月

内容未定

７月

料理教室

４/22

開講式

※３回目以降の内容は、

キャンプ

５月

内容未定

参加者で話し合って計画

６月

移動学習

します。

年間計画（予定）

４/13 開講式
５/11

内容未定

○花いっぱい教室
第1回

4 月〜 7 月（ 全 6 回）

第2回

8 月〜 11 月（全 6 回）

○初心者向けギター教室
全 4 回コース

2 月予定

○ふるさと歴史講座
11 月予定
「続続 羽州街道を歩く」

バランスよい献立で人気の韓国料理

親子で楽しく料理作りに挑戦

国見町の小学生とキャンプで交流

尺八の知識を深める

お茶の作法を学ぶ受講生

食生活について講習を受ける

デジカメの撮影方法を学ぶ

女性講座
各 地 区 ご と に 2 回、 全 体 で 1

中学生リーダー募集！！

回「女性講座」を開催予定。

キッズスクールの小学生の活
動をサポートしてくれる “ お

図書活動

兄さん ”“ お姉さん ” を募集し

各地区公民館で年 2 回ずつ

ます。参加可能なときだけで

「ファミリー文庫」の皆さんによ

もかまいませんので、スタッ

る「おはなしの会」を開催予定。

フとして一緒に活動しません

また、
「おはなしの会スペシャ
ル」も開催予定。
15 KOORI

集中して石に掘り込む雅印教室

親子で体験した陶芸教室

か？

KOORI 14

