府中市生涯学習センター
2021年度

初心者
大歓迎！

第 2 期（7月〜9月）

No.5

教養（講堂）講座の申し込み方法
申込

伊藤

受講料 5,000 円
曜 日 土曜

会 場 講堂

①鈴木春信と初期浮世絵 ②喜多川歌麿~美
人 大 首 絵 誕 生 ~ ③「 葛 飾 北 斎 ~ 名 作『 富 嶽
三十六景』
を読む~」 ④歌川広重~名作『東海
道五十三次』
を読む~ ⑤東洲斎写楽~十か月で
消えた謎の絵師~ ⑥歌川国芳~奇想と反骨の
絵師~

回 数 3回

回 数 4回

受講料 3,000 円

受講料 3,500 円

曜 日 木曜

時 間 14:00~16:00

会 場 講堂

定 員 290名
（138名募集）

8 楽しく！みんなでウクレレ入門
9

時代劇から学ぶ、殺陣の技
「THE SAMURAI」

講師

音楽の伝道師
藤木 エイジ氏
音楽の伝道師
藤木 エイジ氏
高瀬道場殺陣師
高瀬道場師範

多加野 詩子氏

11 情熱のフラメンコを踊ろう！！

舞踊家
桑原 純子氏

12 大人の書道講座

日本刻字協会審査会委員
毎日書道展会員
書道・刻字作家

自分の心 · 体、皮膚と調和する
癒しのアロマセラピー

池山

光琇氏

時 間 14:00~

曜 日 月曜

開講日 7/19
（月）
、8/4
（水）
·24
（火）

時 間 14:00~16:00

会 場 講堂

会 場 講堂

芸能人や著名人、世界遺産や名所・旧跡など、何
でもはさみで見事に形にしてしまう名人芸です。聞
いて見て楽しむもよし、講師にリクエストすれば何
でも切って、プレゼントしてくれます。

日 程 5/5· 22 · 29、

14:00〜16:00

場 所 講堂
費 用 1000 円

ベストセラー
「こども六法」
の著者で現
代の子育て時代と孫育て時代の教育
と取り巻く環境はどう変わったのか。
「こ
ども六法」
をコミュニケーションツール
として法律と教育、
人とのかかわり方な
ど
「豊かな未来のために」
大切なことを
考えてみませんか。

金

12:00~13:30

15

受講料
（税込）

講座内容
対象：ウクレレ入門講座終了者またはチューニングのできる方

¥10,000

持ち物：ウクレレ

¥5,000 土いじりの講座がありませんでしたが、ご要望にお答えして、企画した講座です。農園の経営者からプロのプ
ランターづくりをレクチャーしてもらえるチャンスです。毎回、つくったものは持ち帰り鑑賞を楽しむことが
フラメンコの曲にのって、心動かされるような情熱溢れる踊り。鏡に映る姿を見ながらレッスンすれば自然と
姿勢が良くなり、インナーマッスルも鍛えられる。経験のない方にも楽しんでいただけるように丁寧にレッス
ン、今期はカスタネットにも挑戦、最終日はフラメンコギター演奏で踊りましょう！男性も歓迎！！
（スニーカーでも大丈夫です）

7/7·14·21·28，
10
8/4·11·18·25、9/1·8
8

7/8·15·22、8/5·19·26、
9/2·9

殺陣は、護身術やチャンバラにあらず。運動不足・腰痛・肩こり・冷え性・ストレスなど、日頃の健康の悩み…。「な
殺陣の動作は、上肢・下肢・体幹それぞれに連動しているので、効率的に非常に高いエクササイズ効果が見込めます。
狭いスペースでも十分に育てられる、根強いフラワーポット・プランターづくりを学びます。当館には今まで、
できます。

水

14:00~16:00

20

木

13:30~15:30

12

大人の基礎講座から一歩すすんで、篆書 · 隷書の筆法、実用細字の基礎、仮名の基礎をやり 書道の一通りの知識
¥8,500 が身に付き
ます。 持ち物：雑巾 · 新聞紙、お持ちの方は書道道具

10:30~12:00

12

¥5,500

感染症対策で、いろいろとお悩みの今だからこそ、殺菌効果もあるアロマの力で、香りのエッセンスを取込み、心はリ
ラックス、体と皮膚はアロマ効果で、しっかりとウィルスから自分の身を守りましょう。各月、クラフト作りあり。動きやす
い服装でご参加ください。極上のリラックスタイムの世界にご案内します。

10:00~12:00

25

¥9,000 ば発表する機会も考えています。（オカリナは初回講座で購入できます。）

10:00~12:00

25

リナを既にお持ちの方で、一緒に合奏をしたいけれど、機会に恵まれない方のための講座です。新型コロナウィル
¥9,000 オカ
スが収束すれば、合奏で合せられるようになった曲を、講堂で発表できる機会に恵まれるかもしれません。

7/12·26、8/23、
月
9/13·27
7/12·26、8/9·16·23·30、
月
9/13·27
7/13·20、
火
8/10·17·24·31、9/14·28

¥12,500

はじめて、オカリナを手にされる方に、丁寧に解説し、簡単な曲を演奏できるようになる講座です。コロナが収束すれ

「将棋のルールは知っているけど、どう指したらいいかわからない」「基本的な考え方や手筋 · 将棋の戦法を覚えたい」

8

7/16·23·30、8/6·20·27、
金
9/3·10

13:00~15:00

12

リジナルテキストを使って将棋の復習から学びます。受講者同士の対局や講師との指導対
¥10,000 こんな方に最適な講座。オ
局も随時行います。各回の終わりに質疑応答の時間を設けます。対象：将棋のルールが一通り分かっている方

6

8/20·27、9/3·10·17·24

10:00~12:00

8

¥14,000 組紐の歴史から作品作りまで。各回違った技法を学び、装飾品から和小物を作成、最終目標は正絹の「オリジ
ナル帯締め」を作ってみましょう！※材料費込み

組紐講師
清野 藤子氏
6/5· 12· 19（土）
10:00 〜 12:00

場 所 研修室
費 用 14000 円（教材費込み）

日本独特の伝統工芸
「組紐」
を手軽
に習ってみませんか。
ネックレス、
スト
ラップなど生活にいかせるもの、
また
本格的な和小物や帯締めも作成し
ます。不器用な方も大丈夫、
心をこめ
て組み続ければどなたでも上達して
いきます。

金

令和３年度

※持ち物：将棋盤 · 駒

府中市生涯学習センター

※テキスト 3,300 円（税込）

市民企画講座募集要項

市民企画講座は、
日頃の学習活動の成果を市民に還元するとともに、
生涯学習の積極的な推進を支援するため、
市民に
よって企画・運営される講座を、
生涯学習センターが選考によって主催講座として認定し、
講師謝礼
（学習センターの基準に
基づく予算の範囲内）
を負担して開催するものです。本年度から
「府中市生涯学習ファシリテーター・サポーター」
から積極的
に講師として登用することで、
府中市の生涯学習活動にさらなる発展が期待されています。
多くの市民の受講が望めるものや、
生涯学習センターでこれまで開講していないユニークな内容のものなどをお待ちし
ております。
応募資格
①平成 17 年４月１日以前生まれの市内在住・在勤・在学の方
②「府中市生涯学習ファシリテーター・サポーター養成講座」
を受講済または受講予定の方
募集内容
①広く市民に受け入れられ、生涯学習にふさわしい教養・生活実技講座
②令和４年４月１日〜令和５年３月 31 日に開講し、実施完了できるもの
③ 3 〜 6 回の連続講座で申請者が主体となって講座企画運営できるもの
④府中市生涯学習サポーターの講座内容に相応しいもの
⑤以下に該当しないもの
※ 特定の企業・商店・サービスの営利や広報宣伝・勧誘にかかわるもの
※ 個人及び団体が運営する営利目的の教室活動の一環として企画するもの
※ 政党・宗教活動の宣伝や利害にかかわるもの
※ 公的機関の補助または援助を受けているもの

募集件数
若干（選考有り）
募集締切
令和３年６月３０日（水）までに申請
書（生涯学習センターに設置、ま
たは HP からダウンロード）に必要
事項をご記入のうえ、生涯学習セン
ターへ提出してください。（郵送また
はメール可・必着）

開講日

曜日

時間

定員

受講料
（税込）

講座内容

木

9:30~12:30

10

¥4,000

季節毎の収納術
19
（整理でお部屋は蘇る）

収納アドバイザー
副島 千尋氏

3

9/14·21·28

火

10:00~12:00

18

、収納や整理整頓を効率的にやりたいとおもっ
¥3,000 に整理できなかった書類や、雑貨等の整理は大丈夫ですか。とにかく
ていたり、重労働は嫌だけど、汗をかかない収納方法が知りたいなど、お悩みを解決できるチャンスです。見違える部

20 はじめてのイタリア語

イタリア語講師
フォジョーリ · アレッシオ氏

7/7·14·21·28、8/4·18·25、
水
10
9/1·22·29

13:00~14:30

24

¥14,000

21 イタリア語初級

イタリア語講師
フォジョーリ · アレッシオ氏

10

7/7·14·21·28、8/4·18·25、
水
9/1·22·29

15:00~16:30

24

挨拶程度や、イタリアの方に道を尋ねられても、簡単な案内ならできる方や、以前に当センターでイタリア語を受講し、
¥14,000 自己紹介や挨拶程度はでき
る方に向いている講座です。

やさしい英会話入門
22
（Easy English course）

英会話講師
アラン · アップルビー氏

10

7/14·21·28、8/4·18·25、
水
9/1·8·22·29

18:00~19:15

24

苦手だったかもという方々に受講していただける、やさしい英会話講座です。「中
¥14,000 学校では昔教わったけれど、
学 1 年のときに始めて習った英語」という感覚で受講していただけます。

英会話初級
23
（Beginner's English course）

英会話講師
アラン · アップルビー氏

10

7/14·21·28、8/4·18·25、
水
9/1·8·22·29

19:25~20:40

24

く楽しい英会話
¥14,000 英会話したいけれど、中学校レベルの英語が理解できているか心配という方々に合った講座です。易し
講座です。※別途テキスト代 3,025 円（税込）

24 小学 3 年生からの プログラミング講座

シルバー人材センター

6

7/9·16·30、8/6·20·27

金

17:00~19:00

10

3）というソフトを使ってキャラ
¥8,000 楽しみながら、プログラミングの学習をしましょう。Scratch3（スクラッチ
クターを動かすアニメーションやゲームを作りながらプログラミングを学びます。対象：小学 3 年生〜 6 年生

6

7/25、8/1·8·22·29、9/5

日

10:30~12:00

10

ミュージカルアクター
7/13·20·27、8/3·17·24、
替地 桃子氏 · 小西 萌子氏 · 10
火
31、9/7·14·21
蛭牟田 美里氏

自分で描いた絵をマウスを使ってプログラミングしていきます。アニメーショ
¥8,000 「ビスケット」というソフトで、
ンなどを作りながらプログラミングの仕組みを学びます。対象：小学１･2 年生

17:00~18:30

15

¥12,000 る講師陣が基礎から丁寧に指導します。最後に全員で一つの作品を作りお披露目をしましょう。現在開講中、

日

10:00~11:30

12

¥2,000 に入れませんか。課題に悩んでいるお子さんにも、センター職員がアドバイスします。

木·金

13:00~16:00

10

¥4,000 アニメ制作の初歩を学ぶ講座。アニメの成り立ちを学び、初歩的な制作をワークショップ形式で行います。講
師は長らくメディア研究・教育の第一線で活躍されてきた有吉末充先生。対象：小学校中・高学年

池山

光琇氏

日本発祥の刻字とは、自分の書いた文字を主に木材に美的に刻し、その上に彩色を施したり金箔を貼ったりして、一つ
の芸術作品として仕上げます。まずは刻字入門 · 準備段階として、「石膏ボード」に彫刻刀を使ってお好きな字を彫り、
アクリル絵の具で着色していきます。
※第 3 期には木材にノミと木（ゴム）槌を使って作成する講座を開講予定
季節の感も春の訪れが、あまりにも早く初夏の陽気も度々ある今日この頃、お洋服の整理整頓もままならず、年度末
屋の装いを楽しみませんか。

イタリア語を学んでみたい、コロナが収束したらローマやヴェネチア、ナポリやミラノ等、世界遺産を堪能してみたいし、
ファッションの町で買い物をしたいなど、初めてイタリア語を学びたいという方は、こちらの講座を受講ください。

ミュージカルの歌・ダンス・演技に挑戦します。後期からの参加だけでも大丈夫です。現役のアクターでもあ
見学大歓迎！！お電話にてご連絡ください※対象：小学生１〜 6 年生

夏休み自由研究
社会教育主事
（センター職員）
27
2
（スーパーボール作りと、
わくわく化学実験教室）理科講師 長田 伸広氏

7/25、8/1

28 子どもアニメスタジオ

2

7/29·30

3

7/30、8/6·13

金

13:30~15:00

12

¥6,000 人気御礼のアート講座。見て、触って、感じたままに描く「五感アート」の子ども向けクラスです。毎回１作
品を作ります。目指せ小さな芸術家！※対象：年中〜小学３年生

モンテッソーリ教室
マヴィのおうち代表
桑原 眞理子氏

2

8/6·20

金

10:00~12:00

12

¥2,000 商品を、子どもの視点でカテゴリーに分類し、好きな商品をマーケティング視点で分析できる様になる、大手
食品メーカーが高価格で実施しているキャリア教育を安価で受講できます。

モンテッソーリ教室
マヴィのおうち代表
桑原 眞理子氏

2

8/6·20

金

13:30~15:30

12

¥2,000 商品を、子どもの視点でカテゴリーに分類し、好きな商品をマーケティング視点で分析できる様になる、大手
食品メーカーが高価格で実施しているキャリア教育を安価で受講できます。

32 はじめて英語を読んでみる（小学校高学年） 東原 とり子氏

英会話講師

3

8/9·16·23

月

10:30~12:00

12

¥4,000 ピーターラビットを教材に、小学生がやさしい英語の文章を読む講座です。
※対象：小学校高学年

33 夏休み

カラクリ作家
塩浦 信太郎氏
電彩アート認定講師
金岡 健二氏 ·
吉田 和三郎氏

3

8/18（水）·20
（金）·22
（日） ー

10:00~12:00

10

¥4,000 録に挑戦しよう！！１番になるのは誰かな？（最終日は家族も参加可能）

8

7/14·21·28、8/4·18·25、
水
9/1·8

13:30~15:30

10

絵を描く才能なんて全くいりません、「絵を描く楽しさ」「描ける喜び」を味わっていただけるのがパソコン絵画。水彩画
¥8,500 ソフ
ト「水彩 8」が素晴らしい絵画の世界へ誘ってくれます。

35 Excel 中級

シルバー人材センター

6

土

9:30~12:30

10

の基本がわかる方向けの講座。よく使う便利な関数やピボットテーブル、マクロ処理（自動処理）など、よりレ
¥8,000 Excel
ベルの高い技能を時間をかけて順序だてて学び、中級者を目指しましょう。

36 はじめての PowerPoint

7/24·31、8/7·21·28、
9/4

シルバー人材センター

6

8/1·8·22·29、9/5·19

日

13:30~16:30

10

基本的なパソコン操作ができる方を対象に、プレゼンテーションソフト PowerPoint の基礎（表やグラフの作成 · 図形
¥8,000 やワー
ドアートの活用 · アニメーション設定など）を順序だてて学びます。Word のように、チラシ作成にも応用できます。

37 Word 初級

シルバー人材センター

6

8/10·17·24·31、9/7·14

火

13:30~16:30

10

Word についての講座です。初めて Word をお使いになる方を対象に、文字入力の最初から基本
¥8,000 文書作成に便利な
的な機能を、お知らせや案内状などの文書を表や図形や写真も使って、じっくりと順序だてて学んでいくことができます。

38 パソコンで音楽を楽しむ

シルバー人材センター

4

9/7·14·21·28

火

10:00~12:00

10

¥4,500 再生リストの作成方法を学びます。オリジナル音楽 CD を実際に作る実習も行います。また iPad や iPhone との音楽

3

7/6（火）· 8（木）· 13（火）集中

13:30~16:30

10

¥3,500 んか？Microsoft Word 未経験の方でも簡単に文字作成ができます。簡単な文字入力ができる方なら大歓迎です。

子ども工作教室

34 パソコンで描く水彩画講座

※オカリナ購入希望の方：6,500 円＋税

回数

8/26、9/2

コンビニアイスをリサーチしてみよう
30「こどもマーケター入門」
午前の部（小学３年生〜６年生）
コンビニグミをリサーチしてみよう
31「こどもマーケター入門」
午後の部（小学３年生〜６年生）

初心者でも演奏しやす いのが魅力です。弦も柔らかいので押さえやすく、指もあまり痛くなりません。チューニングの
方法から楽器の抱え方など初歩的な内容を踏まえます。
持ち物：ウクレレ（購入について事前相談可能）

14

講師

No.6 「古事記の世界」三浦 祐之氏
（全３回）
３，
０００円 １回受講券 １,２００円

2

29 子ども五感アート

Tab 譜面の読み方から左手コード＆メロディー、右手ストロークのパターンとリズムトレーニングなどを練習。スタンダー

¥10,000 ド曲 2 〜 3 曲を弾けることを目標とします。

No.5 「楽団員に学ぶ管弦楽の夕べ〜バロック音楽を楽しむ〜」
（全３回）
２，
５００円 １回受講券 １,０００円

日本刻字協会審査会委員
毎日書道展会員
書道・刻字作家

25 小学 1・2 年生のためのプログラミング講座 シルバー人材センター

通年講座

日 程 5/14（金）

20

10:00~12:00

組ひも講座（土曜クラス）
講師

定員

10:00~11:30

日

５・６月のピックアップ講座
聡一郎氏

時間

金

7/4 ·18、8/8

8

山崎

曜日

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。

3

オカリナ講師
畠山 美津子氏

講 師「こども六法」著者

二次募集の空き状況
お知らせについて

¥8,500 かなか気がのらない」「楽しくないから継続しない」「効果が出ない」という方に実は殺陣は最高のエクササイズです。

15 オカリナ合奏講座

「こども六法の時代」

1 次募集：5/1（土）〜 5/31（月）

申込方法は裏面を
ご覧ください

開講日 8/21·28、
9/4
ベストセラーとなった
『口語訳古事記』の著者に
よる、物語としての古事記の面白さを堪能しても
らう講座です。
「古事記が本当に語りたがってい
ること」に耳を澄ませて神話を読み解き、古代の
日本列島に生きた人びとが抱いた多様な世界観
を浮かび上がらせて行きます。

講座名

書の彫刻 刻字講座（入門）
18
~ 石膏ボードに彫る ~

26 こどもミュージカル（後期）

18

8

石井 雄二氏
組紐講師
清野 藤子氏

恒例となったNHK交響楽団員による講座です。
昨年度の第4期の講座は、会場中が涙した講座
やN響の奏者が同時に2人も演奏するサプライ
ズもあったりと、大きな評判をよびました。前期は
募集開始後すぐに満員になった人気講座、1次
募集期間中のお申し込みがお勧めです。

19:00~20:30

オカリナ講師
畠山 美津子氏

17 組紐講座

定 員 290名
（138名募集）

定 員 290名
（138名募集）

金

14 オカリナ入門講座

16 将棋初級 · 中級

16:00

8/23·30

7/2·9·16·23·30、
8/6·20·27、9/3·17

5

（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

受講料 4,000 円

10

メディカルアロマアドバイザー
古賀 葉月氏

13

開講日

7/2·9·16·23·30、
8/6·27，9/3·10·24
7/2·9·16·23·30、
10
8/6·27，9/3·10·24
10

回 数 3回

開講日 7/21
（水）
、8/１
（日）
、9/22
（水）
昨年度より始まった講座です。今年度は各回でオー
ボエ、フルート、チェロ、チェンバロの組み合わせに
て豪華なアンサンブルをお届けします。テーマは「バ
ロック音楽を楽しむ」のタイトルの通り、
この時代を
中心とした様々な時代の音楽に酔いしれていただき
ます。チェンバロが初登場しますのでお楽しみに。

No.4 「NHK交響楽団員によるクラシック講座」NHK交響楽団員
（全３回）
４，
０００円 １回受講券 １,５００円

定 員 290名
（138名募集）

定 員 290名
（138名募集）

No·

No.3 「江戸紙切祝芸」桃川 健氏
（全４回）
３，
５００円 １回受講券 １,５００円

会 場 講堂

パソコン講座

小山農園 園主
小山 淳氏

教養・生活実技講座

狭いお部屋でもできる
10
ポット・プランターづくり

回数

講 師 NHK 交響楽団員

No.2 「楽しく学び直す日本史」伊藤 賀一氏
（全３回）
３，
０００円 １回受講券 １,２００円

時 間 14:00~16:00

時 間 14:00~16:00

子ども 親
· 子講座

講座名

7 ウクレレ初級

NHK 交響楽団
No.4 団員による
クラシック講座

開講日 7/12·26、

教養・生活実技講座
No·

6/10（木）より満員でない講堂講座に限り受付窓口にて先着順で申込・
ご入金いただけます。電話申込につきましては、6/14
（月）
から可能となります。

桃川 健氏

賀一氏

日本史、政治経済，
地理など社会科全般を幅広く
担当、
「社会科は暗記ばかりだから苦手だった」
と
いう方にこそ是非！幅広く、社会全体に関する物
の見方や考え方を交えていくスタイルで進めてい
きます。第2期では2024年から新紙幣に採用が
決まっている渋沢栄一→津田梅子→北里柴三
郎の一生を３回にわたり
「楽しく」学び直します。
気軽に参加してください。

定 員 290名
（138名募集）

2 次募集

No.1 「浮世絵を楽しむ」斎藤 陽一氏
（全６回）
５，
０００円 １回受講券 １,０００円

曜 日 土曜

語学講座

開講日 7/3·10·17·24·31、8/7

窓口でご入金の方は抽選結果はがきまたはメールをプリントアウトしてお持
ちください、銀行振込の方は 6/9（水）までにお振込みください。

講 師 江戸紙切祝芸

開講日 7/8、8/5、9/2

時 間 14:00~16:00

入金方法

江戸紙切祝芸「世相を

講 師 スタディサプリ講師 · 著述業

回 数 6回

6/2（水）〜 6/9（水）※ 6/7（月）休館日
入金期間中にご入金いただけない場合は自動的にキャンセルとなります

No.3 紙切で笑って楽しむ」

~ 新紙幣の３偉人 渋沢栄一 ·
津田梅子 · 北里柴三郎 ~

陽一氏

入金期間

佑之氏

受講料 3,000 円

受講料 2,500 円

当日受講券のご案内

教養講座（講堂で開催の複数回ある講座）は、１回のみの受講も可能です。
各講座 当日受講券の金額は以下の通りです。

回 数 3回

回 数 3回

教養・生活実技講座

斎藤

1 次募集：5/1
（土）〜 5/31
（月）必着 ※ 5/6（木）休館日
【窓口】官製はがきをご持参ください（講堂講座のみ申込数に関わ
らず 1 枚持参）
【郵送】【ウエブ】裏面の申込方法をご覧ください
抽選結果：6/1（火）
・6/2（水）

楽しく学び直す
No.2 日本史

講 師 美術ジャーナリスト

三浦

会 場 講堂

募集定員変更の場合はHPでお知らせいたします。

浮世絵を楽しむ

なつ美氏
オーボエ ：藤本 茉奈美氏
チェロ
：田辺 純一氏
チェンバロ：山下 実季奈氏

（土）
〜5/31
（月）必着
1次募集期間 5/1

教養（講堂）講座

古事記の世界

講 師 千葉大学名誉教授

講 師 フルート ：高橋

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高校生以上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。

No.1

No.6

~ バロック音楽を楽しむ ~

教養・生活実技定期講座
教養講座

楽団員に学ぶ
管弦楽の夕べ

法政大学講師 ·
元京都学園大学教授
有吉 末充氏
臨床美術士
谷 いづ美氏

【楽々Microsoft Word 文書作成基礎講座 】悠学の会
39
スマホ · デジカメ · ネット上の画像を活用！ パソコンボランティア
【楽々 Microsoft Excel 初めの一歩】
悠学の会
40 3 日間で習得！
パソコンボランティア
応用可能なマイ家計簿やリスト作成
英語講師
ピーター · フォード氏
末廣 亜耶乃氏

41 ジュニア英会話①

3

9/22
（水）
· 24
（金）·27
（月）集中

13:30~16:30

10

8

7/7·14·21·28、
9/1·8·22·29

16:30~17:15

2

親子パソコン講座（午前・午後クラス）
〜オリジナルなうちわを作ろう〜
講 師 悠学の会

パソコンボランティア

教 室 パソコン学習室
定 員 各回５組
日 程 7/18
（日）

料 金 無料

申 込 窓口または電話 5/1
（土）
より先着順
時 間 【午前の部】

①10:00~10:45 ②11:00~11:45 ③12:00~12:45
【午後の部】
④13:00~13:45 ⑤14:00~14:45 ⑥15:00~15:45

帰省のお土産に、
お子様の写真·イラスト入りうちわはいかがですか？
※デジカメ写真持参可
持ち物：USBメモリー又はSDカード

水

スーパーボール作りをはじめとした、化学変化の楽しさを体験しながら、夏休みの自由研究課題のヒントも手
※対象：小学生１〜 6 年生

楽しみながらマーケティング思考を育む、小学生向けの体験型キャリア教育プログラムです。市販されている
※対象：小学 3 〜 6 学年

楽しみながらマーケティング思考を育む、小学生向けの体験型キャリア教育プログラムです。市販されている
※対象：小学 3 〜 6 学年

紙コップや割りばしなどを使って「飛ぶ！」をテーマに考える・楽しむ・遊ぶを体験。最終日には体育室で記
対象：年長（保護者同伴）〜小学生

パソコンで音楽の楽しみ方が広がります。Windows Media Player を使って、CD からパソコンへの音楽の取り込み方、

のやりとりも説明します。

スマホやデジカメ、ネット上の画像を利用して旅行記や日記、サークルの文書、各種案内等を写真入り文書を作りませ
持ち物：USB メモリー

¥3,000

表計算ソフト EXCEL の基本的な使い方を学んだあと、実際に表作成を実習します。EXCEL 初心者の方でも文字入
力ができる方なら気軽に参加できます。Excel は難しい？そんな先入観を打破しませんか。
持ち物：USB メモリー

「英語を好きになること」を目的に、楽しく英語
¥8,000 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）

受講者のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症への
対応についてのお願い

2021 年度・第 28 回

府中市生涯学習フェスティバル

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。

新型コロナウイルスの感染リスクを少しでも軽
減させるため、今年は動画配信主体で生涯学習
フェスティバルを開催させていただく予定です。

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

生涯学習フェスティバル出演・出展申込を検討
されている皆さまには直前のお知らせとなり、大
変申し訳ございません。

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。

詳細につきましては、府中市生涯学習センター
のホームページ・市報にてご案内させていただき
ます。
何卒、
ご理解のほどお願い申し上げます。
また、毎年お越しいただいている皆さまには、今
年度はいつもと違った府中市生涯学習フェス
ティバルをお楽しみください。
府中市生涯学習フェスティバル事務局

