
＊＊＊お申込みについて＊＊＊
2 月 24 日（水）～ 3 月 12 日（金）8：30 ～ 17：00
申込書に必要事項を記入の上、川越町教育委員会生涯学習課に
提出してください。電話、FAX、メールでの申し込みはできません。

■応募資格

　　町内在住、在勤、年間を通じて継続して受講できる方

■受講料

　　受講料が必要な講座があります。教材の必要な講座は、別途教材費を徴収します。

■申込が 5 人に満たない場合は開講しませんので、ご了承ください。

■定員について

　　申込多数の場合は抽選となりますが、同一教室を令和 2 年度（蛍雪学園は令和元年度）に

　　受講していない方を優先します。

　　新型コロナウイルス感染症対策のため、抽選は非公開とします。

■結果のお知らせについて

　　すべての講座の申込結果を応募者全員に郵送でお知らせします。

　　電話でのお問い合わせは 3 月 17 日（水）8：30 から受け付けます。

　　※発送は、4 月上旬を予定しています。

■その他

　　講座によっては、都合により日程を変更する場合があります。

　　お申込み後のキャンセル、小さなお子様連れの入室はご遠慮ください。

■新型コロナウイルス感染症対策について

　　会場ではマスクの着用、手指のアルコール消毒などの対策にご協力ください。

　　また、各講座は十分な対策を講じて実施しますが、感染拡大状況によっては内容を変更して

　　実施または中止する場合があります。

申込方法

川越町教育委員会　生涯学習課

℡　059-366-7140
お問い合わせ先

名前

住所

電話番号

ご希望の講座に

　をつけてください。

いくつでも受講

できます。

　年齢　　　　歳
ふりがな

□グラスアート教室

□デコパージュ教室

□初級パソコン教室「基礎編」

□初級パソコン教室「チャレンジ編」

□きれいな話し方教室

□現代マナー教室

□フォークダンス教室

□ミステリー教室

□サルセーション教室

□初めてのバレトン教室

□女性学級

□蛍雪学園

自宅　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯番号

※受講者のお名前は、各講座の出欠簿に掲載させていただきます。

　お預かりした個人情報は、目的以外には一切使用いたしません。

令和 3 年度　川越町生涯学習講座　申込書

アパート、マンション名
部屋番号も記入してください。

き　り　と　り

締切　3 月 12 日（金）

申込期間

自治会地区

生涯学習課行き

町外の方は勤務先

　（郵便番号　　　　－　　　　　　）　



令和 3年度

川越町では中央公民館等で生涯学習講座を開講します。

みなさんは趣味を持っていますか？
「何か新しいことを始めたい」
「学びながら地域の人と交流したい」
この講座をきっかけにして、生涯にわたって
楽しめる趣味や仲間を見つけてみましょう。

５月開講

℡ 059-366-7140
お問い合わせは 川越町教育委員会　生涯学習課  

三重郡川越町豊田一色 314 番地
あいあいセンター内

※一部開講時期が異なります。

川越町生涯学習講座
裏表紙の申込書に必要事項を記入して
生涯学習課に提出してください。
2月 2４日（水）から受付を開始します！

お申込みは

デコパージュ教室

講師：太田 香都

水曜日 10：00 ～ 11：30（8 月休み）

受講料 各回 100 円

材料費実費（各回約 500 円）

15 名定　員

全 10 回

5/19、6/16、7/21、9/15、10/20

11/17、12/15、1/19、2/16、3/16

グラスアート教室

講師：佐橋 早苗

火曜日 13：30 ～ 15：30（8 月休み）

受講料 各回 100 円
材料費実費（年間約 9,000 円）
道具代（初回 1,700 円）

15 名定　員

全 10回

5/18、6/15、7/20、9/14、10/19

11/16、12/21、1/18、2/15、3/15

ワードとエクセルの実用的な使い方を学びます。
（2013 版のテキスト使用）
　＊対 象　 ワード、エクセルの基本操作ができる方
　＊2010 版パソコン貸出し（持込み可）

講師：早川尚孝ほか

開催日時

月２回

10 月開講

ワードとエクセルの基本的な使い方を学びます。
（2013 版のテキスト使用）
　＊対 象　 文字入力の基本操作ができる方
　＊2010 版パソコン貸出し（持込み可）

講師：早川尚孝ほか

　

15 名
受講料 各回 100 円

テキスト代（約 2,900 円）

定　員

開催日時

費　用

木曜日 9：30 ～ 11：00

5/6、5/20、6/3、7/15、7/29、8/5

8/19、9/2、9/16、9/30、10/7

全 11回初級パソコン教室 「基礎編」

開催日時開催日時

全 11 回初級パソコン教室「チャレンジ編」

月２回

場　所 中央公民館 場　所 中央公民館

費　用
費　用

場　所 中央公民館

ＮＥＷ

10/21、11/4、11/18、12/2、12/16

1/6、1/20、2/3、2/17、3/3、3/17

15 名

受講料 各回 100 円

テキスト代（約 2,900 円）

定　員

費　用

木曜日 9：30 ～ 11：00

場　所 中央公民館

ＮＥＷ

いろいろな模様のペーパーナプキンを切り貼り
して身近な小物雑貨に色、柄を移し、デコレー
ションします。　　　　　　

ステンドグラスの補修用にイギリスから始まった
工芸です。ガラス板などに特殊フィルムとリード
線を使って手軽に楽しめます。



初めてのバレトン教室

講師：伊藤 爾己枝

18 名

全 9回

定　員

費　用 受講料 各回 100 円

木曜日 13：30 ～ 15：00（1 月終了）

フィットネス・バレエ・ヨガを融合した有酸素
運動です。体を大きく動かし、しっかり汗を
かいて心身ともにスッキリさせましょう。

開催日時

現代マナー教室

　講師：駒田勝子

月曜日 10：00 ～ 11：30（8 月休み）

15 名

フォークダンス教室
世界の民族音楽に触れ、リズムに乗って楽しく
踊りませんか？
簡単なステップで、気軽に楽しみましょう♪
講師：毛利志保子

　金曜日 10：00 ～ 11：30（8 月休み）

15 名

受講料 各回 100 円

定　員

費　用

開催日時

費　用

全 10回

全 10回

朝お目覚めになられた時から、お眠りになられる
までの一日のマナーは、知っているようで知らない
のではないでしょうか？
基本から応用まで実技を交え、わかりやすく楽しく
学びます。

不定期開催

15 名

受講料 各回 100 円

一部材料費実費

定　員

開催日時

費　用

何があるかは申し込み後のお楽しみ！？
内容は毎回、開催の１か月前までにご案内します。

開催日時
5/10、6/7、7/5、9/6、10/4

11/1、12/6、1/17、2/7、3/7

5/7、6/4、7/2、9/3、10/1

11/5、12/3、1/14、2/4、3/4
随時ご案内します。※6 月開講予定

きれいな話し方教室

　講師：和田有香里

水曜日 13：30 ～ 15：00（8 月休み）

15 名

受講料 各回 100 円

定　員

費　用

全 10回

開催日時 5/19、6/16、7/21、9/15、10/20

11/17、12/15、1/19、2/16、3/16

受講料 各回 100 円

材料費実費（年間約 200 円）

サルセーション教室

講師：伊藤 早苗

15 名

全 9回

定　員

受講料 各回 100 円

金曜日 14：00 ～ 15：00（7 月終了）

開催日時

ＮＥＷ

中央公民館

場　所

場　所 中央公民館場　所

5/13、6/10、7/8、8/12、9/9

10/14、11/11、12/9、1/13

場　所 中央公民館

費　用

場　所 中央公民館

年 6回程度
学びの小槌

定　員

よく聞き返される、声が小さい、早口になる…
ちゃんと伝えているつもりでも、うまく伝わって
いないと感じることはありませんか？
自分の話し方の癖を知って、滑舌を良くする話し
方を学びます。

～滑舌・表現力アップ～

場　所 中央公民館

サルサソースのようにミックスされた様々な国の
音楽を楽しみながら踊ります。日々の健康、介護
予防にも有効です。ダンス未経験の方や体力に
自信のない方でも楽しめます。

ＮＥＷ

中央公民館ほか

5/14、5/21、5/28、6/11、6/18

6/25、7/9、7/16、7/30

～ミステリー教室～

月 3 回運動強度：
運動強度：



体験教室
家庭教育
子ども教室
スポーツ教室

募集および開催日については
回覧等でお知らせします。

※講師の都合により内容が
　変更になる場合があります。

＊＊学習の予定内容＊＊
・レクリエーション
・ふれあい祭作品出展
・季節の作品作り
・食育講座
・エンディングノートの活用法　など

全 10 回女
性
学
級

蛍
雪
学
園

火曜日（8 月休み）
10：00 ～ 11：30

女性 20 名

費　用

開催日時

受講料 各回 100 円
材料費実費（年間 約 1,500 円）

定　員

女性の方ならどなたでも受講できます。
学習だけではなく趣味の幅を広げる楽しいセンスアップ教室です。
さまざまなジャンルの講師から学びます。

レクリエーション　　　季節の作品作り

け
い
せ
つ

かけっこ教室 子ども水泳教室

夏休み茶道教室

5/18、6/15、7/20、9/14、10/19

11/16、12/21、1/18、2/15、3/15

場　所 中央公民館

月１回程度
（8 月休み）

約 25 名定　員

費　用

開催日

年間受講料 無料
材料費実費

場　所 中央公民館

夏休み親子陶芸教室

＊＊学習の予定内容＊＊
・上手な買い物の仕方講座
・石橋あち子先生の美と健康セルフケアー
・ひのきリース作り
・整理収納基本講座
・環境学習
・ヘルシーヨガ

60歳以上の方ならどなたでも受講できます。
心豊かな生活を送っていただくために、学習の機会や仲間づくりの
場を提供します。
※令和元年度に蛍雪学園を受講していない方を優先します。

※講師の都合により日時、内容が変更になる場合があります。


