
後期（９月開講）生涯学習講座

受講生募集中！

１　申込対象者

　日南市民及び市内事業所にお勤めの方、または学校等に通学されている方

　※市外在住の方は、申込書またはハガキに勤務先また学校名をご記入ください。

　※夜間の講座を小中学生が受講される場合には、保護者の同伴（送迎等）をお願いします。

２　受講料・材料費

　(１)受講料は１講座につき500円です。

　　講座によって必要となる材料費等は、個人負担となります。

　(２)受講料は各講座の初回に納入していただきます（納入後の返還不可）。

　　初回講座欠席者は、生涯学習課窓口で納入していただきます。

３　注意事項　※必ずご確認のうえ、お申し込みください。

　(１) 講座内容（日程・準備物等）を必ずご確認ください。ただし、祝日、荒天などによる

　　日程変更のほか、会場や講師の都合で変更になる場合もあります。

　(２) 申し込みは１人１講座までとなります。

　　ただし、№24・25の特別講座は、２講座目以降の申し込みが可能です。

　(３) 体を動かす講座の受講を希望される方で、持病のある方や体調面に不安のある方は、医師に相

　　談の上、お申し込みください。

　(４) 生涯学習講座は基本的に初心者を対象としております。

　　受講後３年間は同じ講座を受講することはできません。なお、再受講は１回に限ります。

　(５) 申込人数が定員を超えた場合は、抽選となります。また、申込人数が少ない場合や、講師の都

　　合により開講できない場合がありますので、ご了承ください。

　(６) 開講が決定した講座で定員に空きがある講座は、8月21日（火）から生涯学習課窓口で

　　追加の受付を行います（電話申込不可）。講座開始後の追加申込はできません。

　(７) 受講決定後に講座をキャンセルされる場合は、速やかに生涯学習課までご連絡ください。

申込締切：８月10日（金）17時まで

　申込結果は、申込者全員に

　８月20日（月）発送予定です

  【お問い合わせ先】

  生涯学習課　生涯学習係

  電話：31-1145



№

11

フラダンス 第2・4(金)
 19:00～21:00

9/14
(金)

正しい姿勢を意識しながら、楽しく健康的にフラダンスを
学びましょう。

【準備物】スカート、タオル
　金丸　スミ子
　【定員30名】 　◆９月～１月 全10回

10

連句 第2(金)
 13:00～16:00

9/14
(金)

連句実作をします。連句は言葉の宴です。きっと心の中に
眠っていた言葉が歌いだします。
※日本連句協会常任理事による出張講座です。
【準備物】筆記用具、ノート、小短冊、歳時記
辞書（電子辞書）

　近藤　蕉肝
　【定員10名】 　◆９月～３月 全７回

9

茶道（表千家） 第2・4(木)
 13:30～15:30

9/13
(木)

歴史ある日本文化の一つである茶道。おもてなしの心や基
本的な作法を、楽しみながら学びませんか。
【準備物】材料費、ソックス着用
扇子・袱紗・懐紙※お持ちの方のみ（購入予定の方は、初
回に道具の説明を行います）

　梅田　篤子
　【定員10名】 　◆９月～１月 全10回

8

民謡 第2・4(木)
 9:30～11:30

9/13
(木)

自分のキー（音階）に合わせ無理なく声が出るように、発
声練習を取り入れながら、楽しく民謡を学びましょう。

【準備物】筆記用具、録音機材（ＩＣレコーダー等）
　松　勝美
　【定員10名】 　◆９月～１月 全10回

7

手作り布絵本
【全５回】

10月10、31日
11月14日、28日

12月12日※全て水曜
10:00～12:00

フェルトで作るかわいい布絵本。お子様に、お孫さんに、
お友達に心のこもった布絵本を作ってプレゼントしてみま
せんか♪※全日程に参加できる方が対象となります。

【準備物】裁縫道具、材料費1,000円程度
　司書有資格者
　【定員10名】

6

レクダンス
（油津） 第2・4(水)

 13:30～15:30
9/12
(水)

楽しくストレッチ体操を行い、健康づくりになるレクダン
ス。心地よい汗を流して、心身ともにリフレッシュしまし
ょう。
【準備物】体育館シューズ、タオル、飲み物

　中井　和子
　【定員20名】 　◆９月～１月 全10回

5

紙バンド 第1・3(水)
 19:30～21:30

9/5
(水)

紙製のバンドでかごやバッグ等、いろいろな物を作りま
す。材料費は、質・個数により異なりますが、１作品
1,000円前後です。
【準備物】ものさし（30cm以上）、ハサミ、木工用ボン
ド、洗濯ばさみ（20個程）、筆記用具

　植田　和子
　【定員15名】 　◆９月～１月 全10回

4

真向法体操 第1・3(水)
 13:30～15:30

9/5
(水)

股関節を中心に呼吸と合わせて運動（ストレッチ）するこ
とにより、心身をリフレッシュしましょう。

【準備物】動きやすい服装、ヨガマット、タオル
５本指の靴下、飲み物

　河野　貞義
　【定員15名】 　◆９月～１月 全10回

　【定員10名】 　◆９月～３月 全14回

3

ハーブ・アロマ 第1・3(火)
 19:00～20:30

9/4
(火)

ハーブやエッセンシャルオイルの特性・効用を学びなが
ら、ハーブソルトやハーブソープ、お掃除スプレーなど生
活に活かせるものを作りましょう。材料費は１回500円～
1,500円程度です。

　畠中　留美
　【定員12名】 　◆９月～１月 全10回

〔会場〕生涯学習センターまなびピア
講座名

講師名／定員
開催日時

期間
初回
回数

講座内容／準備物

1

やさしい
着付講座 第1・3(月)

 13:30～15:30
9/3
(月)

着物を通して、“人との着づな”を深め、伝統文化の素晴
らしさを体験してみませんか。
【準備物】
肌襦袢、長襦袢、半襟、腰紐、タオル２枚、裁縫道具、
他お手持ちのもの（初回に説明します）

　佐藤　みち子
　【定員10名】 　◆９月～１月 全10回

2

ピラティス 第1・3(火)
 18:30～19:30

9/11
(火)

体幹に働きかけインナーマッスルを活性化させることで、
姿勢の改善、呼吸や内蔵機能の向上、自律神経の安定化を
図ります。
※初回は9/11（第２火曜）の開催です。
【準備物】ヨガマット、タオル、飲み物

　若松　優果
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№

　【定員20名】 　◆9月～1月 全10回

講座名
講師名／定員

開催日時
期間

初回
回数

講座内容／準備物

20

やさしい健幸づくり
幸齢者教室 第2・4(火)

 9:30～11:30
9/11
(火)

呼吸力を強めながら、交感神経を高める運動（吹き矢）静
かな動きから、副交感神経を高める運動（ほのか体操）
【準備物】吹き矢セット代1,700円、動きやすい服装、タ
オル、飲料水

　廣中　主司

キッズ体幹トレーニングや頭と身体を使ったゲームなど、
親子で楽しく運動しませんか。
対象：幼児年中～小学校低学年（２名まで）と保護者
※申込書に全員のお名前と年齢をご記入ください
【準備物】飲み物、タオル、室内シューズ（基本は裸足）

　土田　高史
　【定員10名】 　◆９月～３月 全７回

〔会場〕細田都市農村交流センター

　森山　喜美子
　【定員20名】 　◆９月～１月 全10回

19

親子運動教室 第1(土)
 10:00～11:30

9/1
(土)

〔会場〕飫肥公民館
講座名

講師名／定員
開催日時

期間
初回
回数

講座内容／準備物

18

社交ダンス 第2・4(木)
 10:00～12:00

9/13
(木)

ダンスの基本的なステップを学びます。楽しく踊りながら
お友達づくりをしていきましょう。

【準備物】動きやすい服装、シューズ、タオル、飲み物

17

フラワー
アレンジメント 第1・3(金)

 19:00～20:00
9/7
(金)

生花を用いたアレンジメントや、今人気のプリザーブドフ
ラワー、ハーバリウムなどを制作します。お花で癒しの時
間を作りませんか。材料費は１回1,000円～1,500円程度
です。
【準備物】はさみ、材料代

　上村　美保
　【定員15名】 　◆９月～１月 全10回

16

楽しいコーラス 第2・4(木)
 10:00～11:30

9/13
(木)

歌うことの好きな方は、お気軽にご参加ください♪
お子様とのご一緒の参加も可能です。介護や子育てでお忙
しい方も、気分転換にご参加ください。　田中　導代

　【定員20名】 　◆９月～１月 全10回

〔会場〕日南市文化センター
講座名

講師名／定員
開催日時

期間
初回
回数

講座内容／準備物

15

多肉を使った
ガーデニング 第２(水)

 19:30～21:30
9/12
(水)

多種多様な形や色でかわいい多肉植物を暮らしの中に取り
入れてみませんか？ちまちま寄せ、リース、寄せ植えなど
を作っていきます。材料費2500円から（作るもので値段
が変わります）。
【準備物】ｴﾌﾟﾛﾝ、ｺﾞﾑ手袋(薄手)､はさみ、ﾋﾟﾝｾｯﾄ

　大磯　考代
　【定員10名】 　◆９月～12月 全４回

14

陶芸 第2・4(日)
 13:30～15:30

9/9
(日)

あなたにしか作れない、あなただけの器を作ってみません
か？材料費は作品の大きさにより異なります（湯のみ茶碗
で500円程度）※受講決定後、作品の打合せを行います
（詳細は受講決定のハガキでお知らせします）。
【準備物】エプロン、タオル

　谷口　俊哉
　【定員10名】 　◆９月～１月 全10回

　外林　義朗
　【定員12名】 　◆９月～３月 全７回

13

民舞 第2・4(土)
 13:30～15:30

9/8
(土)

〔会場〕生涯学習センターまなびピア
講座名

講師名／定員
開催日時

期間
初回
回数

講座内容／準備物

12

書写の基礎 第１(土)
 13:30～15:30

9/1
(土)

書写を基礎から学び直したい方を対象に、中学書写をおさ
らいします。
【準備物】習字道具※お持ちの方のみ（購入予定の方は、
初回に道具の説明を行います）

いつでも♪どこでも♪たのしく♪
民舞の優雅な舞を楽しみながら学習してみませんか。

【準備物】運動しやすい服装、シューズ
　谷口　久美
　【定員20名】 　◆９月～１月 全10回
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25

いきいき
シニアライフ

講座

人生100年時代。これからの人生をより良く自分らしく生きるため、人生のエンディン
グについて少し考えながら、安心して楽しい生活を送るための様々な知恵を学んでみま
せんか。

【講座日程・内容（予定）※変更になる場合があります】
①10/5（金）14:00～15:00
　「介護予防について～キープアップ教室体験～」（長寿課）
②10/19（金）14:00～15:00
　「暮らしを整える～生前整理の始め方～①」（北川浩一郎氏）
③11/2（金）14:00～15:00
　「暮らしを整える～生前整理の始め方～②」（北川浩一郎氏）
④11/30（金）14:00～15:30
　「知っておきたい年金や相続の話」（小川洋一氏／金融広報アドバイザー）
⑤12/7（金）14:00～15:30
　「情報ってなあに？～消費者問題から見えるもの～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（海田朋子氏／金融広報アドバイザー）
⑥12/21（金）14:00～15:00
　「いざというときのために～遺言のすすめ～」（日南公証役場）
⑦1/4（金）14:00～15:00
　「地域医療について～現状と今後の取り組み～」（地域医療出前講座）
⑧1/18（金）14:00～15:00
　「食べることは生きること～口腔ケアについて～」（地域医療出前講座）

【準備物】筆記用具

　【定員30名】

　【定員10名】 ◆9/4～11/6 全10回

　河野　忠文
　【定員15名】 　◆9月～1月 全10回

〔会場〕南郷ハートフルセンター
講座名

講師名／定員
開催日時

期間
初回
回数

講座内容／準備物

22

パソコン
（Excel） 毎週(火)

 9:30～11:30
9/4
(火)

Excelの初歩的な使い方を学びましょう。
※文字入力のできる方が対象となります。

【準備物】パソコン（Excelが入っていることを必ず確認
してください）、テキスト代1,250円、筆記用具、ノート

　宮田　あつ子

〔会場〕北郷農村環境改善センター
講座名

講師名／定員

【特別講座（会場：まなびピア）】※２講座目申込可能

講座名
定員

概要

24

日南ふるさと学
【入門編】

日南市の歴史や文化、自然などの概要を写真や図版を多用し分かりやすくまとめた冊子
「にちなんおもしろ学入門」。今回はその中から、日南の歴史や人物、産業、地質、動
植物などについて、執筆を担当した講師陣が解説します。ふるさと「日南」について幅
広く学ぶことで、新たな発見をしてみませんか。

日程：第２（木）13:30～15:00　初回9/13（全７回）
【準備物】筆記用具※ﾃｷｽﾄ「にちなんおもしろ学入門」は生涯学習課で準備します。　【定員20名】

23

パソコン
（Word中級） 毎週(火)

 9:30～11:30
11/13

(火)

Word中級編の講座です。
※文書作成のできる方が対象となります。

【準備物】パソコン（Wordが入っていることを必ず確認
してください）、テキスト代2,100円、筆記用具、ノート

　宮田　あつ子
　【定員10名】 ◆11/13～1/22 全10回

開催日時
期間

初回
回数

講座内容／準備物

21

日曜大工 第2・4(日)
 13:00～16:00

9/9
(日)

日曜大工（DIY)でいろんなものを作ってみませんか。
初回は説明・打合せのみ。材料費は作るものにより変わり
ます（年5千円～1万円以内）。
【準備物】
お持ちの道具（金づち、のこぎり、電動ドライバー等々）


