府中市生涯学習センター

2020年度 第 3 期
（10月〜12月）

教養・生活実技講座

初心者
大歓迎！

教養・生活実技定期講座

No·

募集定員変更の場合はHPでお知らせいたします。

No.1

※教養講座は各回の講義を1回から受講できます。1回720円
（開講当日のみ受付）
。ただし満員になった講座、全1回の講座は対象外。※教養講座の開場時間は開始時間の30分前より

バロック美術入門

講 師 美術ジャーナリスト 斎藤 陽一 氏

名著再読

No.2

回 数 6回
開講日 10/3・17・24・31、
11/7・21

開講日 10/13・27、
11/10・24、
12/8

定 員 290名
（募集100 名）

定 員 290名
（募集100名）

曜 日 土曜

時 間 14:00 16:00

曜 日 火曜

時 間 14:00 16:00

会 場 講堂

受講料 4,000円

会 場 講堂

受講料 4,000円

「木管の楽器の魅力」

講 師 フルート 高橋 なつ美氏

オーボエ 藤本 茉奈美氏

開講日 11/8・29、
12/6
定 員 290名
（募集100名）

曜 日 日曜

時 間 14:00 16:00

回 数 3回

受講料 2,000円

No.5

「弦楽五重奏の魅力と楽しみ方」

講 師 桐朋学園大学出身者中心のユニット

「カルテットシエル所属」の楽団員
開講日 11/14、
12/5・26
会 場 講堂

回 数 3回

曜 日 土曜

時 間 14:00 16:00

定 員 290名
（募集100名） 受講料 2,000 円
世界的にも、
日本の管弦楽器の若手演奏家は、
とても優秀だといわれています。その中で、我が国を
代表する音楽家を輩出している桐朋と芸大の学生が、皆様に若手らしい、音の柔らかさ、張りの強さ、
みずみずしさを生誕250周年のベートーベンの音楽やシューベルトの名曲と共にお届けします。N響を
代表する演奏家、マロ氏や佐々木氏に師事する演奏家が、夢を語りながら演奏します。沢山の裏話も
登場するのでお楽しみに・
・
・
・
・12/26は一年のしめくくる美しい五重奏によいしれてください。

Christmas presents

受講者のみなさまへ

朝のテレビでお馴染みの

新型コロナウイルス感染症への対応についてのお願い

「くぼてんき」お天気講座
回 数 1回

会 場 講堂

時 間 14:00 16:00

曜 日 金曜

受講料 1,000円

定 員 290名
（募集100 名）小学生以上であれば受講可能

〇 講座開講にあたっては感染症予防のため、以下の対策等を講じています。

1．
体調不良または発熱がある場合は来館しない
２．
感染予防のためソーシャルディスタンスをとる
３．
各階の共有スペースに滞留しての雑談等は控える
４．
換気・利用後の各部屋の消毒作業の実施
５．
アルコールでの手・指の消毒は徹底
６. 利用にあたって使用する器具・備品等の消毒の協力

『2020年度第27回府中市生涯学習フェスティバル』
開催中止のお知らせ
開催に向けて進めて参りましたが、
状況は変わらず終息時期および
感染縮小もまだ不透明なままという事態が続いております。
不特定多数の来場者による過度な密集状態になる当イベントにおい
て、
ご来場の皆さまをはじめ、
ワークショップ参加団体・市民発表会・
市民サウンドコンサート参加者・運営スタッフに対する安全確約の困
難さなどから、
誠に残念ではございますが中止の判断をいたしました。
開催へ向けて準備を進めていただいていたワークショップ参加団体・
市民発表会・市民サウンドコンサート参加者・関係者の皆様には、
開
催には至りませんでしたが多大なご協力を得ましたことをこの場をお
借りして御礼申し上げます。
来年度の開催に向けて、
みなさまとご一緒に盛り上げられることを信
じて、
来年度もご応募、
ご参加、
心よりお待ち申し上げております。

出席時に講師・受講生への健康確認の実施、受講生及び
講師等の間の間隔の確保、受講者数を調整しガイドライン
に合わせ受講人数を制限させていただいております。
また、
ガイドラインは予告なく変更することもございます。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっ
ては、行政からの要請で講座の中止等のお知らせする
場合がありますので、適宜確認をお願いします。

詳しくは、当センターホームページのガイドラインをお読みください。

ご存知、
日本テレビＺ
Ｉ
Ｐのお天気キャスターとして一斉風靡した
「くぼてんき」
が、
府中にやってきます。夏休
みに予定をしていた講座ですが、
コロナウィルスの関係で冬休みになりました。冬こそ、
天気は大切です。
風邪をひきやすく感染症にもかかりやすい季節。
なぜ、
冬には感染症が多いのかなども、
天気予報士は
解説してくれます。
くぼてんき独特の子供をひきつけるトークも見ものです。親子でも楽しめる講座です。

令和元年度第４期並びに令和 2 年度第１期定期講座還付について
受講料の還付手続きを済まされていない方は8月31日
（月）
までにお手続きをお願い致します。
お問い合わせ先：042-336-5700

講座受講者発表会

会場

カンツォーネ・イタリアオペラと
歌曲講座・オカリナ合奏講座受講者他

開講日 12/20
会場

講堂

曜日

日曜

日時

14:00~16:00

大人の英会話（アドバンス）

アラン アップルビー氏

9

大人の英会話（ビギナー）

アラン アップルビー氏

イタリア語講座（初級）

フォジョーリ アレッシオ氏

11

イタリア語講座（中級）

12

オカリナ入門講座

13

オカリナ合奏講座

10/7·14·21·28、
フォジョーリ アレッシオ氏
10
11/4·11·18·25、
12/2·9
10/7·14·21·28、
フルート・オカリナ演奏家
8
畠山 美津子氏
11/4·11·18·25
10/7·14·21·28、
フルート・オカリナ演奏家
8
畠山 美津子氏
11/4·11·18·25
10/13·20·27、
ヨガインストラクター
8
青山 千恵美氏
11/10·17·24、12/1·8

東京農工大学
および、
東京外国語大学の
連携講座について
東京農工大学および、
東京外国語大学の連携
講座は、
例年通り開催す
る予定です
が期日が気まりましたら、
ホームページにてお知ら
せいたします。

2020年度
生涯学習センター
ファシリテーター募集
サポーター募集
「自分のスキルを活かして講座をやり
たい。「
」市民企画講座に応募したい」
「生涯学習・社会教育に貢献したい」
「生涯学習センターの講座講師にな
りたい。
または、
講座の運営に協力した
い」
と思っている方は、
ぜひ、
ご登録くだ
さい。
登録いただいた方は、第4期
（ 2021
年1月〜3月）
に予定している、
ファシリ
テーター・サポーター養成講座をご受講
（無料）
いただきます。
登録される方は、
受付窓口までおいで
ください。

はじめてのフラメンコ
〜セビジャーナスを踊ろう〜

多加野 詩子氏

定員

受講料
（税込）

講座内容
テレビで話題となった「女流殺陣師」の指導が、身近に体験できる当館初の講座です。映画出演やドラマの撮影での、
殺陣は命がけの仕事とも言われるほどのスピードですが、現在はその集中力と、普段使わない筋力のトレーニングで健
康法としても注目されています。子供の頃に一度はやってみたいと思った「チャンバラ」を、健康のためにもやるチャン
スです。（危険動作はありませんのでご安心ください。）足袋をご準備ください。

金

19:00~21:00

30

¥8,000

6

10/12·19·26、11/9·16·30

月

10:00~12:00

12

レグランスを使いながら、ヘッドマッサージで癒しの世界を学びましょう。ご自身が使いたいジェ
¥6,000 日頃の疲れを、アロマフ
ルやオイルがあればご持参いただいても結構です。動きやすい服装と、タオル等をご持参ください。

水

18:00~19:15

20

したいけど、中学校レベルの英語も心配という人に向いている、入門講座です。易しく楽しい英会話講座です。
¥10,000 英会話を
※別途テキスト代が 2750 円＋税 （Ｒ2.7.19 現在）

水

19:30~20:45

20

英会話を、買い物や渡航先で普通に話せるようにしませんか。中学校 3 年の英語が分かれば大丈夫です。また、当
¥10,000 センターでビギナークラスを経験の方も、こち
らをご受講ください。

水

13:00~14:30

20

¥10,000 ンデミックで渡航ができませんが、いずれ誰もが行ってみたい、水の都ヴェネチア、古代遺跡の宝庫である首都ローマ、

10

8

10/7·14·21·28、
11/4·11·18·25、
12/2·9

10/14·21·28、
11/4·11·25、12/2·9

10/18·25、
10 11/1·8·15·22·29、
12/6·13·20

（公社）日本将棋連盟公認将棋指導員
日本女子プロ将棋協会公認インストラクター

時間

キャンセル待ち状況・空籍状況については館内での掲示、
府中市生涯学習センターウェブサイト
（https://fuchu.shogaigakushu.jp/）
で発表
いたします。

10/2 9·16·23·30、
11/6·13

10/7·14·21·28､11/4·11·
18·25､12/2·9
10/7·14·21·28、
10
11/4·11·18·25、
12/2·9

東京室内歌劇場
碓氷 昂之朗氏

曜日

二次募集の空き状況
お知らせについて

7

10

舞踊家
桑原 純子氏

世界有数の先進国であり、かつオペラやカンツォーネの音楽文化発祥の地であり、世界遺産の宝庫です。今は、パ
有名ファッションデザイナーの店が立ち並ぶミラノなど、旅行したときのために今こそイタリア語を学びませんか。

日本に訪れた観光客へのおもてなし、イタリア旅行中のショッピングやレストランにて使える実践的な文法やコミュニケー
ションに役立つフレーズを学びます。対象：今までセンターでイタリア語講座を受講された方

水

15:00~16:30

20

水

10:00~12:00

15

オカリナを初めて、やられる方に、優しく丁寧に解説しながら、簡単な曲を演奏できるまでに上達できる講座です。オカ
¥8,500 リナは、初回講座で販売いた
します。場所は音楽室 1 です。（別途：オカリナ 6,500 円＋税）

水

13:00~15:00

20

¥8,500 生涯学習フェスティバルも中止になってしまったので、最終回は講座の成果を大きなステージでで披露します。

¥10,000

オカリナを既に、お持ちの方で、一緒に合奏をしたいけれど、なかなか機会に恵まれない方のための講座です。
12/20( 日）講堂にて発表しませんか

ヨーガで身体だけでなく「心」も整えませんか。 日々の精神的な疲れを癒す呼吸法、瞑想法、身体のリラクゼーショ
ン法を学びます。 本場インドで学んだ経験豊かな講師の癒しのヨガ講座。 コロナ疲れの方、ぜひお待ちしています。

火

10:00~12:00

20

水

14:00~16:00

15

日

13:30~15:30

25

ます。発声からしっかり学んで、最後の 12 月 20
¥9,000 ますが、そんな本場仕込の音楽家が、皆様を歌劇の世界にご招待し
日は、碓氷氏のリサイタル講座を講堂でやるので、その中で講座の成果として受講生にも出演していただきます。ぜひ、

¥7,000

スペインのフラメンコの曲にのってセビリア地方の春祭りの踊りや、心動かされるような情熱溢れる踊り。踊りの経験の

ない方に楽しんでいただけるように丁寧にレッスンします。無理のない練習で、踊りの上達と共に美しい姿勢も身につけ
¥10,000 ま
しょう。小発表会にはフラメンコギターを弾き語り演奏で踊っていただきます。男性も歓迎！（フラメンコシューズまたは
太いヒールやスニーカーも大丈夫です）

新型コロナウィルスで、カンツォーネ・歌劇に関連した世界遺産が圧倒的に多いイタリアは疲弊し、芸術も衰退してい

ご家族に聞きに来ていただきたいですね。12/20
（日）講堂にて発表しませんか

オリジナルテキストを使って将棋の基本から学ぶことができます。ルールだけでなくマナーも身に付きます。実技だけでは

8

10/9·16·23·30、
11/6·13·20·27

金

13:00~15:00

12

なく歴史や棋士の世界・プロ将棋の観戦の楽しみ方、駒の動かし方を知っている方も楽しめる内容です。各回の終わ
¥9,000 り
に質疑応答の時間を設けます。対象：初めて将棋を覚える・今まで習ったことがない方（将棋盤・駒各自持参） ※

4

10/28､ 11/4·18､ 12/9

水

13:00~15:00

15

りや腰痛など不調がなかなか治らない、お腹のぜい肉が減らない、原因は身体の使い方にあるかもしれません。関
¥2,500 肩こ
節や筋肉の仕組みを知って正しいストレッチを学べます。

5

11/24､ 12/1·8·15·22

火

10:00~12:00

20

年末の断捨利。いざ、やろうと思ってもなかなかできないし、部屋も片付けられない。そんな整理整頓が苦手な方には
¥4,000 ぴった
りの講座です。お正月に向けて、お家の中の押入や箪笥、クローゼット、本棚。書類の山積みは大丈夫ですか

2

11/7·14

土

13:00~16:00

10

動くおもちゃ・動く仕組みや音の出る仕組みを理解し、科学の楽しさを味わいながら科学的な見方や考え方を育てます。
¥4,000 ものが動く
ことは、とても楽しく命を吹き込むことと同じことです。自分の作ったものが動くことを体験しましょう。

10

10/2·9·16·23·30、
11/6·13·20·27、12/4

金

10:00~12:00

12

や構図の取り方をじっくり検討し、各モチーフの構造や特徴をしっかり捉えながら描き進めていきます。まったくの初心者
¥13,000 でも丁寧に指導し
ますので安心して受講してください。

1 級フラワー装飾技能士
6 11/9·16·23·30、
12/14·21 月
鈴木 知津子氏
日本剪画協会所属
6 10/7·21、11/4·18、12/2·16 水
剪画家 小沢 直平氏
ミュージカル講師
10/13·20·27、
11/10·17·24
替地 桃子氏· 蛭牟田 実里氏 12
火
12/1·8·15·22
· 小西 萌子氏

10:00~12:00

15

生け花教室は高いし、お花代も高価なので、
できないという方には朗報です。一回の
¥9,000 生花を自由自在に活けたいけれど、
受講料は、お花代も含めて1,500円ですので、本当にフラーアレンジメントを気軽に楽しめる講座ですのでお楽しみに。

13:00~15:00

15

基本的な切り方から、色の付け方、落款デザインまで、個人のペースに合わせて丁寧に教えます。花や風景など身近
¥8,000 なものをモチーフにし、季節に合わせた作品づく
りも織り交ぜながら、気軽に切り絵を楽しむ講座です。

17:00~18:30

25

17

将棋入門

18

からだメンテナンス

19

年末大掃除企画「お片付け収納術」

20

木工からくり講座

整理収納アドバイザー
副島 千尋 氏
カラクリ作家
塩浦 信太郎氏

21

卓上構成デッサン

現代美術家
清野 浩二氏

22

フラワーアレンジメント講座

23

剪画入門

24

はじめてのミュージカル（前期）

石井 雄二氏
下沢

久恵氏

テキスト 3,000 円（税別）

受講者個々に配布されたモチーフを、各自卓上で自由に組み合わせて鉛筆でデッサンします。モチーフの組み合わせ方

※持ち物 : 鉛筆（三菱 4B、2B、HB、H、2H、4H）
、ナムラ擦筆Ｎｏ３、ねり消しゴム、ティッシュ、カッター、筆箱

ミュージカルの歌・ダンス・演技に挑戦してみよう！最後に全員で一つの作品を作り発表会を行ないます。現

¥12,000 役のアクターでもある講師陣が基礎から丁寧に指導します。
対象：小学生※第 4 期（1 月〜 3 月）に後期クラス有り

キャリア教育は、早いうちにした方が成果が出ると言われています。お子さんにマーケティングを学習させる

6 歳からのキャリア教育
ママヴィ代表
25
「こどもマーケター入門」〜キャンディ · グミの世界〜 桑原 眞理子氏

3

10/12·19·26

月

16:30~18:30

20

「生きる力
¥3,000 ことで、考える力、創造する力、まさしく文部科学省が義務教育で培いたい最大目標としている、
の育成」のスタートをしたいと思います。お子さんにとっては、お菓子を用いたマーケティングですので、楽

6 歳からのキャリア教育
ママヴィ代表
26
「こどもマーケター入門」〜チョコレートの世界〜 桑原 眞理子氏

3

11/10·17·24

火

16:30~18:30

20

「生きる力
¥3,000 ことで、考える力、創造する力、まさしく文部科学省が義務教育で培いたい最大目標としている、
の育成」のスタートをしたいと思います。お子さんにとっては、お菓子を用いたマーケティングですので、楽

4

10/6·13·20·27

火

10:30~12:00

6組

¥5,000 からなので、もし、お母様が英語が苦手であっても、文法もいらない、一緒に絵本を見たり、ゲームをしたり

4

11/6·13·20·27

金

10:30~12:00

6組

¥5,000 からなので、もし、お母様が英語が苦手であっても、文法もいらない、一緒に絵本を見たり、ゲームをしたり

集中

16:00~17:30

10

¥4,500 育てます。ものが動くことは、とても楽しく命を吹き込むことと同じことです。自分の作ったものが動くこと

27

0 歳児からの英語教育（火曜日クラス）

多摩アカデミー代表
井上氏 他 外国人講師
多摩アカデミー代表
井上氏 他 外国人講師

しめる講座となっています。センター初登場の目玉講座です。〈お菓子代込）

キャリア教育は、早いうちにした方が成果が出ると言われています。お子さんにマーケティングを学習させる
しめる講座となっています。センター初登場の目玉講座です。（お菓子代込）

語学教育は、海外の帰国子女の例から見てとれるように、日常言語との付き合い方で変わってきます。0 歳児

して、英語を学ぶ講座です。こんな、楽しい語学学習ができれば、ご家庭でも楽しみながら学べることでしょう。
語学教育は、海外の帰国子女の例から見てとれるように、日常言語との付き合い方で変わってきます。0 歳児

28

0 歳児からの英語教育（金曜日クラス）

29

こどもからくり講座

カラクリ作家
塩浦 信太郎氏

3

12/4·6·14

30

あなたに役立つホームページ作成講座

シルバー人材センター

6

11/12·19·26、
12/3·10·17 木

9:30~12:30

10

¥5,500 Jimdo というサービスを利用するので、登録・公開は無料です。

31

はじめてのパソコンとインターネット

シルバー人材センター

6

10/15·22·29、11/5·12

木

14:00~16:00

10

パソコンに初めて触れるかた向けの入門講座。初歩的な操作方法から始め、パソコンの基本 ( 文字入力 ･ 文書作成・
¥6,000 インターネ
ット ･ メール ) をゆっくりと丁寧に学べます。

32

はじめての Windows10

シルバー人材センター

5

10/14·21·28
11/4·11

水

9:30~12:30

10

方を対象に基本操作を習得できる講座です。大きな文字と大きな画像で、大幅に変わった Windows 10 を基本から学
¥4,000 びます。Windows10
のブラウザー「Microsoft Edge」と Windows10 メールや、Youtube、写真、地図などの使

33

Excel < 上級 >

シルバー人材センター

6

11/14·21·28、12/5·12·19

土

9:30~12:30

10

34

iPad 入門

シルバー人材センター

5

金

14:00~16:00

10

¥5,000 くり学んで ipad をマスターしてみません か？ ※持ち物：iPad（Apple 社製に限る。Android や Windows タブレット

35

楽しく学ぶ実践 Excel < 中級 >

10/9·16·23·30、
11/6·13

Oﬃce Specialist) 試験の問題集を使って、試験合格レベルの Excel の実践力を養う講座です。
¥5,500 MOS(Microsoft
Excel の基礎〜応用レベルの復習にもたいへん役立ちます。

シルバー人材センター

6

10/6·13·20·27、
11/10·17 火

10:00~12:00

10

のごく基本的な操作ができる方を対象に、データ入力や表の作成・印刷・データーベースなどの応用操作を、
¥6,000 Excel
住所録や収支管理表を作成しながら習得します。さらに身近に役だつ関数も学びます。

して、英語を学ぶ講座です。こんな、楽しい語学学習ができれば、ご家庭でも楽しみながら学べることでしょう。
動くおもちゃ・動く仕組みや音の出る仕組みを理解し、科学の楽しさを味わいながら科学的な見方や考え方を
を体験しましょう。

お店やサークル、同好会、ビジネス、趣味などのホームページを難しい技能なしに作成できます。インターネット上の
※登録をするためにスマホ、携帯電話をお持ちください。

今年の 1 月 14 日にサポートが終了した Windows 7 から Windows 10 に乗り換えた方や、Windows 10 がはじめての

い方についても説明します。

ipad をお持ちの方を対象に、基本的な操作方法や設定方法、アプリを使った活用方法などを学びます。この機会にじっ

は対象外です）

36

楽しく学ぶ実践 Word < 中級 >

シルバー人材センター

6

11/11·18·25、12/2·9·16

水

10:00~12:00

10

文字入力ができる方を対象に、
より実用的に見栄えのする文書の作り方をご紹介します。図形や写真、
テキストボックス、
¥5,500 ワー
ドアートなどの使い方を段階的に無理なく習得します。

37

やさしい英会話教室

英語講師
ジョン・アラン アップルビー氏

6

11/4·11·18·25、12/2·9

水

15:40~17:00

15

¥6,500 には必見です。街で道を訪ねられたときに話せる程度の英会話を学びます。語学は話せれば楽しいです。中学

38

プログラミングでマイコンレーサーを
走らせよう！

2

12/19.20

美文字・筆ペン火曜入門クラス

毎日書道会会員
今野 耕作氏

5

11/10·17·24、12/1·8

火

10:00~12:00

25

¥3,000 基本、暮らしの中の書を学び、初心者クラスの「遊び文字」「小さな作品・短冊」を楽しみます。講師が随時

美文字・筆ペン火曜初級クラス

毎日書道会会員
今野 耕作氏

5

11/10·17·24、12/1·8

火

14:00~16:00

25

¥3,000 します。また、暮らしの中の書は適時おさらいをします。百人一首（現代仮名）は毎回１首。初級の小品づく
りは、心が和む筆ペン絵葉書、短冊用の言葉を楽しみます。新しい自分に出会える言葉を皆さんと探してゆき

毎日書道会会員
今野 耕作氏

5

10/3·10·24·31、11/7

土

13:30~16:30

25

¥3,000 基本、暮らしの中の書を学び、初心者クラスの「遊び文字」「小さな作品・短冊」を楽しみます。講師が随時

5

10/12·26、11/16·30
12/14
10/7·14·21·28
11/4·11·18·25
12/2·9·16·23
10/7·14·21·28
11/4·11·18·25
12/2·9·16·23
10/7·14·21·28
11/4·11·18·25
12/2·9·16·23
10/7·14·21·28
11/4·11·18·25
12/2·9·16·23

14:00~16:00

25

¥3,000 毎回名歌の解説と入門向けの万葉集の全てが分かる解説をします。
講義は初めて受講される方にも分かりやすい内容で進めていきます。※教材費込み

14:30~15:15

8

¥12,000 歌やゲームなどのアクティビティを通して、お友達と一緒に楽しく英語を学びます。
対象：年少〜年中

40

41 美文字・筆ペン土曜入門クラス

通年講座

開講日 12/25

8

39

研修受講にあたっては必ずマスクをご持参の上、着用をお願いします。
なお、着用いただけない場合はご利用いただけません。

Ｉ
Ｐ お天気キャスター
講 師 日本テレビＺ
くぼてんき氏

イベント

日本の義務教育学校、
高等学校の吹奏楽のレベルは、世界一と言われ、
マーチングも含めて、
日本の有名な
吹奏楽の高等学校が世界のコンクールに出れば必ず入賞するというレベルです。やはり、
日本は反復練習を
することを拒むことなく鍛錬する、
真面目な国民性から音楽の正確さも出てくるといわれています。高校·大学と
木管にかけてきた新進気鋭の演奏家が皆様に
「木管の魅力」
をお届けします。

楽団員に学ぶ管弦楽の夕べ

教養・生活実技講座

会 場 講堂

アロマアドバイザー
古賀 葉月氏

カンツォーネ・イタリアオペラと歌曲と
16
クリスマスの夜

当センターの恒例となった人気講座「名著再読」。元NHKの名物ディレクター北山章之助氏の笑いあ
るトークを楽しみながら、著名な作家から、新進気鋭の作家のお手軽な単行本の楽しさを知る事ができ
ます。名著再読の後は、図書館へ直行。
そんな姿が２０２０年も見れそうです。

No.4

リラクゼーション講座

15

親子 子
· 供向け講座

No.3

楽団員に学ぶ管弦楽の夕べ

7

14 「いつも幸せ！心のヨーガ」

講 師 元 NHK 教養部プロデューサー・

歴史ジャーナリスト 北山 章之助氏
回 数 6回

2020年10月21日〜11月30日まで国立新美術館
（六本木）
で、
「カラヴァッジョ
『キリストの埋葬』展
（仮
称）
が開催予定。
この好機をとらえて、バロック時代を代表する芸術家たちを6回にわたってとりあげ、
各々の個性的な芸術を紹介することにより、
「バロックとは何か」
を学習します。

教養・生活実技講座

教養講座

開講日

SAMURAI「TV で話題となった、
初の女流プロ殺陣師の殺陣講座」

10

●【来館】総合受付で直接申込み・お支払い ●【ウェブ】ウェブサイトで予約後、来館でお支払いまたは指定口座に振込
●【電話】電話で予約後、来館でお支払いまたは指定口座に振込

回数

6

（土）
〜8/31
（月）
必着
1次募集期間 8/1

8月１日より先着順受付開始！ ※生活実技講座とはお申込み方法が異なりますのでご注意ください。

講師

高瀬道場殺陣師
芸能殺陣波濤流高瀬道場師範

始めよう 新生活！
充実した

※各講座の詳細はお問い合わせください ※特別に記載のない限り平成 16 年 4 月１日以前生まれの方が対象となります。
※受講希望者が少ない場合開講を見送る場合がございます。

講座名

申込方法は裏面を
（土）〜 8/31
（土）ご覧く
1 次募集：8/１
ださい

（株）KAMAKE のすすめ

入門「万葉集の名歌を読む」

上代文学会会員
今野 耕作氏

43

キッズ英会話 1

英語講師
ピーター・フォード氏
末廣 亜耶乃氏

12

44

キッズ英会話 2

英語講師
ピーター・フォード氏
末廣 亜耶乃氏

12

42

45

ジュニア英会話 1

英語講師
ピーター・フォード氏
末廣 亜耶乃氏

12

46

ジュニア英会話 2

英語講師
ピーター・フォード氏
末廣 亜耶乃氏

12

ロビーコンサート
9
●

入場料：無料

フルート３本による秋の調べ〜

なめらかプリン
出演者：TRINITY，
曲●目 ：愛の挨拶、風笛、日本の四季メド
レー、ディズニーメドレーほか

●

10 月のロビーコンサート
●

日 程 ：10月18日
（日）
12:00〜12:45
●
タイ
トル：ソプラノ独唱と子どもの合唱
●
出演者
：ソプラノ鈴木さとこと小さな仲間たち

プログラミングはアイコンを並べて簡単につくる事ができ、モノを動かす楽しさや感動を体験できます。 マ
対象：小学生〜大人まで（小学 1・2 年生は保護者同伴）

筆ペンを始めてみたい方、美文字の基本を学びたい方のクラスです。毎回オリジナルの手本で漢字・平仮名の
添削します。※教材費込み

筆ペンの経験のある方、入門クラスを受講された方向け。次のステップに向けて漢字・仮名文字の基本を継承
ます。※教材費込み

筆ペンを始めてみたい方、美文字の基本を学びたい方のクラスです。毎回オリジナルの手本で漢字・平仮名の
添削します。※教材費込み

15:30~16:15 若干名

¥12,000 歌やゲームなどのアクティビティを通して、お友達と一緒に楽しく英語を学びます。
対象：年中〜年長

16:30~17:15 若干名

「英語を好きになること」を目的に、楽しく英語
¥12,000 ゲームなどのアクティビティを通して「英語に慣れること」
を学びます。対象：小学 1 年〜 3 年（英語を初めて勉強する子）

17:30~18:15 若干名

「英語を好きになること」を目的に、楽しく英語
¥12,000 ゲームなどのアクティビティを通して「英語に慣れること」
を学びます。対象：小学 2 年〜 3 年（英語を勉強したことがある子）

水

マイコンを搭載したロボットカーをプログラミングしてコース攻略に
チャレンジ。プログラミングはアイコンを並べて簡単につくる事ができ、
モノを動かす楽しさや感動を体験できます。
日 時：
（1）12 月 19 日 15:00 〜 18:00（2）12 月 20 日 09:00 〜 12:00
受講料：10,000円
（税込）
講師：
（株）
KAMAKE のすすめ ※機材レンタル費込み。マイコンレーサーは持ち帰れません。

月のロビーコンサート

（日）
12:00〜12:45
日 程 ：9月27日
●
ヴァイオリン，
タイ
トル：〜ピアノ，
●

月

校 1 年生の時に、初めて習う英語という感覚で受講できる講座です。

¥10,000 イコンを搭載したロボットカーをプログラミングして、コース攻略にチャレンジ。

プログラミングでマイコンレーサーを走らせよう！

どなたでもご来場いただける無料コンサートです。
曜 日 府中市生涯学習センター

（土）
集中 15:00~18:00
9:00~12:00（日） 30

中学校時代に英語が苦手だった人、小学校で英語がはじまったからかたことでも少しは話せるようにしたい方

トリニティ
なめらかプリン

（1）
マイコン、
プログラミングとは？
まっすぐ走ったり、曲げたりしよう
センサーを使ってコースを攻略しよう
（2）
街の中をイメージした
自動運転コースに挑戦します。白線検知
（レーンキープ機能）
を使ってコース上の
一時停止、車線変更、駐車場を攻略します

・自動運転コース

現役の若手エンジニアの方々から丁寧に教えてもらう事ができます！

