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▲ ▲ ▲申込用紙は次ページの上部に

■申し込み方法…
開催場所によって申し込み先が異なります。申し込
み先を一覧表で確認して、講座開催場所の各地区公
民館・コミュニティセンターへ、「紀の川市公民館講
座申込書」を直接提出してください。
電話・ファックス・郵送での申し込みは受け付けで
きません。※申込書は、各講座開催場所にも設置。

■受講料…

　100 円×開講回数
○受講料は、開講時に集金します。

○講座名の前に「※」が付いている講座は受講料以外
に受講者負担が別途必要です。

■その他…
○文化協会加盟クラブ、公民館サークルに加入して
いる人は、同一内容の講座の受講は遠慮ください。
○講師の都合で、日程を変更することがあります。
○新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中止にな
る可能性があります。
○小学生などが講座を受講する場合は、必ず保護者
が送迎してください。
○申し込みが少数の場合は、開講できない場合があ
ります。
○市ホームページ（http://www.city.kinokawa.lg.jp/）
にも、公民館講座について掲載しています。

■対象…
　市内在住・在勤の人
（一部を除き、高校生（18 歳）以下の学生不可）

■申し込み期間…

６月６日日～13日日
受付時間は、午前９時～午後５時
※地区公民館は、休館日（月曜・祝日）を除く。

※コミュニティセンターは、休館日（月・火曜と祝日）

を除く。

※先着順ではありません。申し込み人数が定員を超

えた講座については、抽選を行う場合があります。

講座名 受講料・開催日・時間 開講日 定員

華道の初心者向け実習です。家で楽しく生けられる花知識も学べます。（講師：未生流　馬場千津代）
※華道 第２土曜（全10回） 19：00～20：30 7月10日 20人

無理なく気軽にできるストレッチ体操をし、健康作りやリラクゼーションを行います。（講師：森  泉）
健康ストレッチ体操 第２・４水曜（全18回）13：30～15：00 7月14日 25人

色々なものをモチーフにして、油絵・水彩・色鉛筆・パステルなどの表現を基礎から学べます。（講師：松本正己）
※洋画 第１・３木曜（全18回）13：30～15：30 7月1日 20人

女性の初心者のための着付け教室です。浴衣の着方も学べます。（講師：山中  環）
着付け 第２・４水曜（全18回）19：30～21：30 7月14日 20人

背骨や骨盤まわりのインナーマッスルを鍛えることで健康増進を図ります。（講師：田村朋子）
ピラティス 第１・３木曜（全18回）13：30～15：00 7月1日 25人

◉打田地区公民館講座　申し込み・問い合わせは、打田生涯学習センター（℡77・3140）

講座名 開催日・時間 開講日 定員

スマートフォンの使い方が分からない人を対象とし、基礎的な操作を学びます。受講料は無料。
スマホ講座（初級） 第１･３火曜（全６回） 14：00～16：00 7月6日 4人

基本の操作は可能で、もっと使いこなしたい人を対象とし、アプリの安全な使い方などを学びます。受講料は無料。
スマホ講座（中級） 第１･３金曜（全６回）　 14：00～16：00 7月2日 4人

ヤムナボールを使い、背骨や骨盤まわりの筋肉を鍛えることで健康増進を図ってみませんか。（講師：田村朋子）
ヤムナ&ピラティス 第１･３水曜（全18回） 19：30～21：00 7月7日 20人

様々なジャンルのダンステクニックを取り入れた創作ダンスを通し、踊る楽しさを味わいませんか。（講師：木村真紗美）
フリースタイルダンス（小・中学生対象）第２･４水曜（全16回） 19：00～20：30 7月14日 15人

料理の知識と技術を習得し、料理を作る楽しさや満足感を味わってみませんか。（講師：正司育子）
※健康料理教室 第２水曜（全9回） 10：00～13：00 7月14日 8人

癒しの音楽を聴きながらストレッチなどを行い、自分の身体と向き合いませんか。（講師：木村真紗美）
リラクゼーション&ダンス教室 第２･４火曜（全18回） 19：00～20：30 7月13日 20人

50～70代の人を対象に、自分らしい「生き方」や「逝き方」を学びます。受講料は無料。（講師：紀州終活協議会）
※将来に備えて終活講座 第２木曜（全６回）　 14：00～16：00 7月8日 16人

◉那賀地区公民館講座　申し込み・問い合わせは、那賀総合センター（℡75・2221）

講座名 開催日・時間 開講日 定員

アイデア調理法を活用し、季節の食材で時短・簡単・おうちごはん。アレンジ料理も学びます。（講師：柏木和枝）
※おうちごはん 第１火曜（全9回） 10：00～13：30 7月6日 24人

本格的なデザート作りを基礎から学びます。レパートリーが増えれば、周りに自慢できるかも。（講師：柳本康子）
※基礎から学ぶお菓子作り 第１日曜（全9回） 13：30～16：30 7月4日 20人

初心者でも分かりやすく学べます。韓国の文化や魅力についても知ることができます。（講師：李  庭花）
韓国語 第１・３木曜（全18回） 14：00～15：30 7月1日 20人

癒される優しい音色のウクレレは、自分や周囲を穏やかにしてくれる楽器です。楽器の貸出あり。（講師：北中淳也）
※ウクレレ（初心者限定） 隔週土曜（全8回） 19：00～20：30 7月10日 15人

己書とは、筆ペンで絵のような文字を書く筆ペンアートです。想いのまま自由に描いてみませんか。（講師：小嶋知子）
※己書 第４火曜（全9回） 13：30～15：00 7月27日 20人

健康体操を通して足腰をしっかり鍛え、音楽に合わせ多種多様なメニューで体験できます。（講師：木村眞智子）
ぼちぼち体操 第１・３木曜（全18回） 10：00～11：30 7月1日 15人

◉粉河地区公民館講座　開催場所・申し込み・問い合わせは、粉河ふるさとセンター（℡73・3312）

講座名 開催日・時間 開講日 定員

やさしい手触りの羊毛フェルトとアクリルフェルトで、ブローチやマスコットを作ります。（講師：戸田多恵子）
※かわいい手芸 第２日曜（全10回） 13：00～15：00 7月11日 10人

◉桃山ふれあいコミュニティセンター講座　申し込み・問い合わせは、桃山ふれあいコミュニティセンター（℡66・1107）

講座名 開催日・時間 開講日 定員

初心者や体の硬い人も安心して楽しめます。ココロとカラダが調和され、全身リフレッシュ！（講師：渡名喜友子）
生活健やかヨガ 第１・３火曜（全10回） 19：30～21：00 7月6日 30人

ゆっくりとした動作と呼吸で体の柔軟性を向上させ、心身ともにリラックスし、ストレスを解消させます。（講師：大西恭子）
太極拳で免疫力ＵＰ 第２日曜（全10回） 10：00～11：30 7月11日 30人

リンパの流れをスムーズにして、疲れづらく、動きやすくなる身体づくりのための簡単な体操です。（講師：宮﨑健一）
※リンパ改善コンディショニング 第２火曜（全10回） 19：30～21：00 7月13日 30人

注目を集めている和太鼓を打つ健康法。バチをさばく爽快感と太鼓の響きを全身で感じましょう。（講師：井寄忠明）
和太鼓 第２・４金曜（全10回） 19：30～21：00 7月9日 25人

◉桃山地区公民館講座　申し込み・問い合わせは、桃山会館（℡66・2288）

公民館講座の

受講者を募集！
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申し込み用紙は、切り取ってお使いください。

✂

▼
▼
▼

講座名 開催日・時間 開講日 定員

日常英会話でのコミュニケーションスキルを養い、英会話の理解を深めます。（講師：玉置祐子）
※楽しく笑ってええ会話（英会話） 第１金曜（全9回） 10：30～12：00 7月2日 15人

パステルを削って指先で描いていきます。誰でも楽しめるアートです。（講師：北野ゆかり）※８・10月は第１木曜
※癒しのパステルアート講座 第２木曜（全9回） 10：00～12：00 7月8日 10人

健康体操などを通して、健康づくりに取り組みます。足腰の痛みの緩和、身体の不調を防ぎます。（講師：淡路芳久）
健康体操と正しい姿勢講座 第３木曜（全9回） 14：30～15：30 7月15日 25人

◉中貴志コミュニティセンター講座　申し込み・問い合わせは、中貴志コミュニティセンター（℡65・1155）

講座名 開催日・時間 開講日 定員

「いつまでも美しく色あせない花」プリザーブドフラワーを使ってアレンジメントを楽しみます。（講師：保田カズミ）
※プリザーブドフラワー講座 第１金曜（全9回） 13：30～15：00 7月2日 16人

脳トレ＋軽運動 　認知症予防体操「コグニサイズ」を通じて、記憶・認知機能の向上につなげます。（講師：有本友紀）
～コグニサイズで認知予防～ 第２土曜（全9回） 10：00～11：30 7月10日 20人

和そばからパスタまで、本格的な麺を家庭で作りませんか。麺を使ったアレンジ料理も学びます。（講師：柳本康子）
※簡単手打ち麺でアレンジ料理 第３金曜（全9回） 13：30～15：30 7月16日 16人

子ども（小学３年生以上）のための茶道教室。礼儀作法などを学ぶとともに、四季を感じる心を育みます。（講師：藤田弘子）
※子ども茶道教室 第３土曜（全9回） 10：00～12：00 7月17日 15人

旬の野菜、果物をふんだんに使った料理を中心に学びます。軽食やデザート、スイーツメニューも。（講師：垣淵浩子）
※からだも喜ぶ野菜のお献立 第４金曜（全9回） 9：30～12：00 7月30日 18人

◉西貴志コミュニティセンター講座　申し込み・問い合わせは、西貴志コミュニティセンター（℡65・2211）

講座名 開催日・時間 開講日 定員

深い呼吸で身体をほぐし、極上のリラックスを体感しましょう。（講師：山本ちえみ）※11月は第２水曜
身体がほぐれるリラックスヨガ 第１水曜（全9回） 10：30～11：30 7月7日 22人

手足の動きに意味を持つフラダンス。ハワイアン音楽に合わせて繰り返しながら覚えます。（講師：贄川茂子）
※フラダンス初級 第１金曜（全9回） 10：30～12：00 7月2日 15人

ちぎり絵のアレンジを効かせた物作りをします。（講師：辻智恵）※２月は第３または第４水曜
※簡単アレンジちぎり絵 第２金曜（全9回） 13：30～15：30 7月9日 16人

書き慣れた住所、氏名から練習をはじめます。書くことで集中する時間も楽しみましょう。（講師：岩本茱光）
ペン字 第３木曜（全9回） 10：00～11：30 7月15日 16人

◉東貴志コミュニティセンター講座　申し込み・問い合わせは、東貴志コミュニティセンター（℡ 64・3877）

講座名 開催日・時間 開講日 定員

体を動かすのが苦手な人や、体が硬い人でも参加できるプログラムです。（講師：渡名喜友子）
やさしい健康ヨガ 第１・３木曜（全18回） 10：00～11：30 7月1日 25人

紙バンドで作る簡単な小物入れや高度なバッグの作り方を、基礎から学んでみませんか。（講師：成瀬  舞）
※紙バンドで作るカゴ＆バッグ 第２水曜（全9回） 13：30～15：30 7月14日 20人

お手軽な季節の花を使ってアレンジメントを楽しみましょう。（講師：木津京子）
※～季節の彩り～フラワーアレンジメント 第４土曜（全9回） 9：00～11：30 7月24日 20人

◉丸栖コミュニティセンター講座　申し込み・問い合わせは、丸栖コミュニティセンター（℡64・7270）

施設名 受付No.
※何も記入しないでください

講座名 受講年数
    初めて 

２年目 ・３年目   

ふりがな
氏　名 性　別 男  ・  女 年　齢 歳

住　所
〒 電話番号

携帯電話

※紀の川市外にお住まいの人は、以下も記入してください。

勤務先名称
勤務先

電話番号
勤務先住所

令和３年度  紀の川市公民館講座申込書

✂

◉受講年数欄は、該当するものに○をつけてください。
◉通算３年受講した人は、同じ講座を受講できません。
◉申込書は、1 人 1 講座ごとに、省略せずにすべて記入してください。
◉申込書に記載の個人情報は、公民館講座運営の目的以外には使用しません。

講座名 開催日・時間 開講日 定員

講師は地元陶芸家田邉氏、樫ノ木窯を主宰。専門家による指導で、初心者も安心して参加できます。（講師：田邉頼一）
※陶芸 第１・３土曜（全18回）9：30～11：30 7月3日 20人

ロープ・ボールを使ったり、ヨガ・フラダンスを取り入れたりした体操をします。（講師：木村眞智子）
※ビューティー体操 第１・３土曜（全18回） 10：00～11：30 7月3日 25人

旅行に役立つ英会話を中心に進めます。愉快な講師と楽しく学んでみませんか。（講師：マックグワイヤ・パトリック）
※パトリックのトラベルEnglish 第２土曜（全9回） 10：30～12：00 7月10日 20人

ヤムナボールを使って全身の骨、筋肉、腱にアプローチし体の痛みを取り除きます。（講師：田村朋子）
※ヤムナボールストレッチ 第２・４土曜（全18回）  10：15～11：45 7月10日 20人

紙１枚から広がる驚きの折り紙ワールド。丁寧に分かりやすく教え、リクエストにも答えます。（講師：別所克世）
※折り紙 第３土曜（全9回） 13：30～15：00 7月17日 15人

◉貴志川地区公民館講座　申し込み・問い合わせは、貴志川生涯学習センター（℡64・2273）


