
 

 

                                     

                                     ※ 参加費のほか、材料費等は別途負担いただきます。        

※ 内容、日程は講師等の都合により変更になることがあります。   

※ 参加希望者が５人に満たない場合は開講をしない講座もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 鏡石町生涯学習文化協会カルチャー講座申込書 

【氏名】（ふりがな） 

                        （性別： 男・女  ） 

【住所】９６９－０４   

 鏡石町                                   

【生年月日】 

 大・昭・平 

             年    月    日生  （     歳）   

【電話番号】 

                                         

  

No. 講 座 名 内 容 
講 師 

(敬称略) 
期 間 

募集対象 

定 員 

１ 
大人の講座 

  「男性専科」 

 

健康で豊かな人間形成を図り、地域社会の一員としてコミュ

ニティ形成を図りましょう。 

【予定】9月:開講式・からだと頭の体操/９月:菜種油の搾り

体験/１０月:トレッキング移動学習（裏磐梯周辺）/12月:フ

ラワーアレンジメント/２月:日本酒教室 

講座ごとに 

選定 

 

全５回 

開講式：9月 7日（月）午後 7時 

町公民館大研修室 

男性 

２０名 

２ ジョイフルライフ講座 

 

笑顔あふれる毎日を送るため自分を磨きましょう。 

【予定】９月：開講式・からだと頭の体操 １０月：タイル

クラフト １１月：カルトナージュ １２月：フラワーアレ

ンジメント １月：料理教室 ２月：お楽しみ講座 

講座ごとに 

選定 

全６回 

開講式：9月 7日（月）午後７時～ 

町公民館大研修室 

20～65歳の女性 

２０名 

３ グラスアート教室 

 

グラスアートとは、接着剤付きの鉛の線（リード線）と特殊

なカラーフィルムをアクリルやガラス、木製品などに貼って

手軽に短時間で安全にステンドグラスの雰囲気を楽しむこと

ができるクラフトです。 

飯田 清子 

     ９月～全５回 

９月 15日（火）・10月 13日（火） 

11月 17日（火）12月 15日（火） 

１月 19日（火） 

各回 午後７時～  町公民館 

   男女 

  １５名 

４ レザークラフト教室 

 

レザークラフト始めてみませんか！ 

ペンケース・キーホルダーなど作品の種類は相談しながら決

定します。 

西間木 暁 

９月～全５回 

９月 17日（木）・10月 29日（木） 

11月 19日（木）・12月 21日（月） 

1月 28日（木） 

各回   午後 7時～  町公民館 

男女 

１０名 

５ 手 芸 教 室 

 

初心者向けの手芸教室です。 

手芸（パッチワーク等）の基本的な部分から学びます。 

・パッチワーク・ちりめんを使った壁飾り又は置物等の作品

を作り上げる予定です。なお、受講生の要望に応じて進めて

いきます。 

鴫原みさ子 

９月～ 全６回 

９月 10日（木）・9月 24日（木） 

10月 29日（木）・11月５日（木） 

11月 26日（木）・12月 3日（木） 

各回  午後 1時 30分～ 町公民館 

男女 

１０名 

６ 七宝焼き教室 

七宝焼きは、初心者が楽しめる簡単なものから、熟練の匠が

操る高度なものまで幅広くある技法の焼きものです。 

飽きのこない奥の深さ、作り手の個性が溢れる作品を作り上

げる事ができます。 

大塚秀俊 

９月～ 全５回 

9月 18日（金）・10月 16日（金） 

11月 13日（金）・12月 18日（金） 

1月 15日（金） 

各回 午後 1時 30分 町公民館 

男女 

２０名 

 

１ ２ ３ 

大人の講座 
ジョイフル 

ライフ講座 

グラスアート 

教 室 

４ ５ ６ 

レザークラフト 

教 室 
手芸教室 七宝焼き教室 

※参加する講座の番号に丸を付けてください。 

き り と り 

◇参加希望の方は下記申込書に必要事項を記載のうえ町公民館まで提出ください◇ 

申込期間限：令和２年７月２７日（月）午前９：００～ ８月１４日（金） 

※定員になり次第締め切ります。ジョイフルライフ講座のみ申し込み多数の場合は代理抽選します。 

 

鏡石町 生涯学習文化協会・公民館 

問い合わせ先：鏡石町教育委員会教育課 

生涯学習 G（鏡石町公民館内） 

TEL.０２４８－６２－２０３１ 

FAX.０２４８－６２－２１９０ 

活動に参加するにあたり、いかなる事故等についても自己の責任とし、 

主催者に対して一切迷惑をかけないことを誓約いたします。 

                   令和２年   月   日 

◎ 参加費 各１，５００円 

※新型コロナウイルス感染拡大防止ため、申し込み後の教室

開設中止又は、中途での事業中止があることをご了承のうえ

申し込み願います。 



 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

上：燻製教室・ 下：フラワーアレンジメント教室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七宝焼きの作品                      グラスアートの作品 

男性専科活動の様子 

 

ジョイフルライフ講座活動の様子 

レザークラフト教室の作品 手芸教室の作品 

鏡石町のホームページではカラー版を見ることができます 

 

上:手芸教室 下：料理教室 
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