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講�座�講�座�

ママの息抜き講座�
子育てママ同士で雑談などで一息つきませんか。�
（講師は毎月替わります）�
開催日　平成17年６月～10月�
　　　　毎月第３月曜日　10：00～12:00�
講　師　未　定�
対　象　女性　　定員　20名�

ビギナーズクッキング�
恥ずかしくて今更誰にも聞けない料理の基本や、手早くでき�
る料理などを基礎から学びます。（要材料代）�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第１・３月曜日　18：30～20：30�
講　師　土濃塚盛子�
対　象　調理初心者男女　　定員　20名�

古文書を読む講座�
古文書は先人からのメッセージ。身近な古文書を読んでみま�
しょう。�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第２火曜日　14：00～16：00�
講　師　千葉　克一�
対　象　一般　　定員　30名�

現代詩講座�
現代詩を鑑賞してみましょう。�
�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第４月曜日　13：30～15：30�
講　師　亀谷　健樹�
対　象　一般　　定員　20名�

三角パーツの折り紙手芸�
三角パーツの折り紙を組み合わせて色々な物を作ります。エ�
コクラフトにも挑戦。（要材料代）�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第２・４火曜日　９：30～12：00�
講　師　菅原　知明�
対　象　一般　　定員　15名�

フラワーアレンジメント�
季節の花等を使ってアレンジメントに挑戦し、花のある生活�
にしてみませんか。（要材料代）�
開催日　平成17年６月～18年２月�
開催日　毎月第３火曜日　18：30～20：30�
講　師　高坂　厚子�
対　象　一般　　定員　15名�

トライあんぐる�
子供たちが集団での遊びや、自然とのふれあいを体験する楽�
しい集いです。（無料）�
開催日　平成17年４月～18年３月�
　　　　毎月第２土曜日　９：00～12：00�
講　師　トライあんぐるのみなさん�
対　象　小学生　　定員　多数�

母と子のわくわく広場�
入園前(１歳～）の子供とママ（保護者）が集まり、一緒に�
遊びます。（無料）�
開催日　平成17年４月～18年３月�
　　　　毎月第２月曜日　10：00～11：30�
講　師　石郷岡順子・村上美保子�
対　象　母子　　定員　30組�

平成17年度 

北秋田市公民館�
定期講座�

受講生募集�

公民館講座で趣味や学習を深めてみませんか�
　公民館では、市民のみなさんが望んでいる学習や趣味を深めるお手伝いとして、次の講座を開
設することになりました。�

◆申込方法�

◆募集期間�

　①希望講座②氏名③住所④電話番号を各公民館までお知らせ下さい。
申し込み多数の場合は抽選となります。�
（但し、申し込み期間内に定員に満たない場合は随時受付し、定員に
なり次第締め切ります）�
　抽選結果・詳細等については、後日受講生へ連絡します。材料代等
は自己負担となります。お問い合わせは、各公民館へ。�

５月９日（月）午前９時～ ５月12日（木）午後５時まで

中央公民館（TEL：62- 1 130　FAX：62- 1669）�

その１～中央公民館・合川公民館�
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童謡を歌う会�
ふと口ずさんでしまう、懐かしい童謡（わらべうた）を、楽�
しみながら一緒に歌いましょう。�
開催日　平成17年６月～10月�
　　　　毎月第４木曜日　9：30～11：30�
講　師　高橋　鈴�
対　象　一般　　定員　多数�

アジア家庭料理講座�
韓国、台湾、中国などのアジアの家庭料理を学んでみません
か？第１回目は、韓国料理です。（要材料代）�
開催日　平成17年６月～10月�
　　　　毎月第３金曜日　10：00～13：00�
講　師　文本　照子・吉田　春樺　他�
対　象　一般　　定員　15名�

ガーデニング教室�
季節の草花の手入れや寄せ植えを学びます。初心者でも気軽�
に楽しめます。くらしに花をそえましょう。（要材料代）�
開催日　平成17年６月～10月�
　　　　毎月第２土曜日　9：30～12：00�
講　師　松岡　誠三�
対　象　一般　　定員　15名�

女性のためのリフレッシュ講座�
日常の疲れをいやし、心身ともにリフレッシュしましょう。�
第１回目は、眉メイク・顔マッサージです。�
開催日　平成17年６月～10月�
　　　　毎月第３月曜日　10：00～12：00�
講　師　佐藤　クニ　他�
対　象　一般　　定員　10名�

縄文文化を学ぶ講座�
鷹巣地区・森吉地区の縄文遺跡を中心に学びます。�
�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第４土曜日　10：00～12：00�
講　師　市職員他�
対　象　中学生以上　定員　20名�

ガーデニング教室�
花に囲まれたうるおいのある生活を楽しみましょう。（要材料代）�
※昨年度受講された方は、受講できない場合があります。�
開催日　平成17年６月～12月�
　　　　毎月第３土曜日　9：30～12：00�
講　師　松岡　誠三�
対　象　一般　　定員　15名�

ビーズアクセサリー�
ビーズアクセサリー作りを基礎から学びます。初心者限定です。
（要材料代）�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第２土曜日　13：00～15：00�
講　師　野呂　操�
対　象　小学生以上　　定員　15名�

秋田内陸線ぶらり途中下車�
秋田内陸線で気軽な旅を企画しませんか。（散策・体験・�
温泉も）（要運賃等）�
開催日　平成17年６月～10月�
　　　　毎月第３金曜日　８：30～�
講　師　未定�
対　象　一般　　定員　30名�

気楽にスポーツ�
ウォーキング、グラウンドゴルフ、ミニテニスなど様々なス�
ポーツを気軽に楽しみましょう。�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第１・３木曜日　9：30～11：30�
講　師　スポーツサークル他�
対　象　一般　　定員　20名�

公�民�館�公�民�館�

食楽くらぶ�
様々な料理・お菓子等を作り食を楽しみましょう。（講師は�
毎月替わります。要材料代）�
開催日　平成17年６月～18年２月�
　　　　毎月第２・４水曜日　9：30～12：30�
講　師　調理師　他�
対　象　一般　　定員　20名�

※昨年度受講された方は、受講できない場合があります。�

合川公民館（合川農村環境改善センター　TEL：78-2114　FAX：78-2106）�

中央公民館（続き）�

※鷹巣地区の地区公民館（七座公民館、坊沢公民館、綴子公民館、栄公民館、沢口公民館、七日市公民館）の�
　講座については、次号でお知らせします。�

しょくらく�
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講�座�講�座�

デジカメクラブゆうゆう�
デジカメの機能を生かした楽しい記録に挑戦しませんか。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第３金曜日　19：00～21：00�
講　師　松橋　鉄明�
対　象　一般　　定員　20名�

茶道教室（抹茶）�
気軽に日本の文化にふれてみましょう。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　随時　13：30～15：30�
講　師　裏千家教授�
対　象　一般　　定員　20名�

ビーズ手芸�
魅力あるビーズの体験講座。いろいろなアクセサリーが作れ�
ます。（要材料代）�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第１月曜日　10：00～12：00�
講　師　金　　友子　�
対　象　一般　　定員　20名�

誰でも画ける絵手紙�
気軽に自分らしい絵手紙を作って、知人に送ってみませんか。
（要材料代）�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第２金曜日　19：00～21：00�
講　師　作山　キヌ�
対　象　一般　　定員　20名�

健康ハーモニカ�
なつかしい歌をハーモニカのやわらかい音色で奏でてみまし�
ょう。�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第１・３木曜日　9：30～11：30�
講　師　斉藤　郁夫�
対　象　一般　　定員　20名�

楽しい切り絵�
白黒のコントラストが生きる切り絵の不思議な�
魅力にひたってみませんか。（要材料代）�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第１月曜日　19：00～21：00�
講　師　伊藤　四郎�
対　象　一般　　定員　20名�

籐工芸教室�
籐の花かごや果物入れ作りに挑戦してみませんか。�
（要材料代）�
開催日　平成17年６月～10月�
　　　　毎月第２・４金曜日　10：00～12：00�
講　師　田山　澄子�
対　象　一般　　定員　20名�

ちびっこ茶道教室�
礼儀作法と茶道にチャレンジしてみませんか。（第１回目は�
５/14です。参加１回につき100円）�
開催日　平成17年５月～18年３月�
　　　　毎月第２・４土曜日　13：00～15：00�
講　師　佐藤美智子・庄司セイ子�
対　象　小学生　　定員　20名�

パソコン教室（Word初級）�
パソコンで簡単な文書を作成してみたい方などを募集します。
（無料）�
開催日　平成17年５月24・25・26（３日間）�
　　　　19：00～21：00�
講　師　公民館職員�
対　象　一般　　定員　10名�

森吉公民館（森吉コミュニティセンター　TEL：72-3259　FAX：72-3374）�

前田公民館（TEL・FAX：75-2 100）�

阿仁公民館（阿仁ふるさと文化センター　TEL：82-2220　FAX：82-2221）�

その2～森吉公民館・前田公民館・阿仁公民館・大阿仁分館�

さ　ど　う� とう�

◆オセロ大会◆（小学生）�
　森吉公民館ではオセロ大会を開催します。今年は
年間６回の開催を予定しています。年間総合チャン
ピオンを目指してどんどん参加してください。�

開催日�
定　員�
締切日�
その他�

１回目　５月28日（土）　９:30～�
20名　　対象　小学生�
５月26日（木）�
２回目以降は、参加者にお知らせします。�
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いきいきスポーツ�
みなさんが喜ぶたくさんのメニューでお待ちしています。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第１月曜日　13：30～15：30�
講　師　体育指導員�
対　象　一般　　定員　20名�

新３Ｂ体操�
ボール、ベルトなどを使ってしなやかな体を作りませんか。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第１水曜日　17：00～19：00�
講　師　松橋真由子�
対　象　一般　　定員　20名�

リサイクル手芸�
家で眠っている洋服を小物等にリフォームしてみませんか。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第４水曜日　13：30～15：30�
講　師　高橋　清子�
対　象　一般　　定員　20名�

市内めぐりウォーク�
阿仁から鷹巣まで新市の史跡景勝地をめぐり、心も体もリフレ
ッシュ。�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　随時�
講　師　小林　勲�
対　象　一般　　定員　30名�

コーラスで健康に�
童謡から唱歌まで大きな声を出して楽しく歌いませんか♪♪。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第２・４火曜日　9：30～11：30�
講　師　片岡　春雄�
対　象　一般　　定員　20名�

いきいきスポーツ�
みなさんが喜ぶたくさんのメニューでお待ちしています。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第１月曜日　10：30～12：30�
講　師　体育指導員�
対　象　一般　　定員　20名�

レクダンス�
軽やかに体を動かし、いつまでも若々しさを保ちましょう。�
�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　毎月第２・４月曜日　10：00～12：00�
講　師　佐々木敬子�
対　象　一般　　定員　20名�

男の料理いろは�
男の感性を生かして、やさしい料理に挑戦しましょう。�
（要材料代）�
開催日　平成17年５月～10月�
　　　　随時　10：00～13：00�
講　師　アップル会会員�
対　象　男性　　定員　20名�

大阿仁分館（大阿仁環境改善センター）�

阿仁公民館（続き）�

※大阿仁公民館の講座申込みは阿仁公民館へ�

〈阿仁公民館〉�
　　TEL：82-2220　FAX：82-2221�
�

公�民�館�公�民�館�




