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ゲストティーチャーとして登録されている方が企画し、講師として開催する講座です。
ゲストティーチャー生涯学習講座受講者募集

近世の知多半島の様子を、
いろいろな視点から明らか
にしていきます。

8月17日・24日・31日、9月7日・14
日・21日・28日、10月5日・12日の
全て木曜日と巡検1回（全10回）
19時30分～21時

知多半島の歩み
－近世－1 中学生

以上
雁宿
ホール ３，５００円 河合 克己９０名

明るく楽しく元気よくをモットーに
した講座です。脳トレにもなりま
す。全１０回で１つ落語を覚えられ、
高座への出演チャンスもあります。

8月17日・31日、9月7日・21日、10月
5日・19日、11月16日・30日、12月7
日・21日の全て木曜日（全10回）
13時30分～15時

楽しい落語講座2 どなたでも雁宿
ホール ３，５００円 三遊亭笑くぼ１５名

テーマは「つくる喜び・食べる幸せ」で
す。昼食と持ち帰り３人分（つゆ付き）
の手打ちうどんを、愛知県産小麦粉「き
ぬあかり」を100％使用して作ります。

8月20日（日）
10時～13時30分

家族で
「手打ちうどん」
にチャレンジ

3
３歳～高校生
とその家族

（祖父母もＯＫ）

さくら
小学校

１組２名分
１，７００円
（１人増ごとに
+４００円）

チーム麺・メン
野口 正義

１８組

紅茶の歴史や特徴を知り、
実習を交えながら、美味しい
紅茶でおもてなしをするこ
とを学びましょう。

8月23日、9月13日、10月25日の
全て水曜日（全3回）
13時30分～15時30分

紅茶の
美味しい淹れ方と
おもてなし

4 どなたでも雁宿
ホール １，８００円 出森 かよ２０名

心の仕組みを知って、ストレ
スの少ないコミュニケーショ
ンができるように学んでい
きましょう。

8月24日、9月21日、10月19日の
全て木曜日（全3回）
18時～19時30分

コミュニケーション
スキルアップ講座5 高校生

以上
雁宿
ホール ６００円 河合 奈緒美１０名

日本固有の古典的な長唄は
優雅なものです。三味線や
唄を演奏できるよう指導い
たします。

8月27日、9月10日・17日・24日、
10月1日・15日・22日・29日、11月
5日・12日の全て日曜日（全10回）
13時30分～15時

長唄（三味線、唄）6 中学生
以上

雁宿
ホール ４，０００円 松林 芳子２０名

新美南吉は「良寛物語」を書
く中で、童話作家として大い
に成長しました。それを勉強
していきます。

8月29日、9月12日・26日、10月
10日・24日の全て火曜日
（全5回）
14時～15時30分

良寛と新美南吉7 どなたでも雁宿
ホール １，５００円 久田 健吉３０名

結婚を祝す、宝船、富士山な
どの祝詩をみんなで歌い、
腹式発声の仕方や表現など
の基本を楽しく学びます。

9月1日・8日・15日・22日・29日の
全て金曜日（全5回）
19時～20時30分

詩吟「初心者講座」8 どなたでも乙川
公民館 ５００円 伊東 征夫８名

グランドピアノを使い、読譜・
リズム・楽曲演奏を丁寧に指
導します。音楽豆知識や講
師の生演奏も聞けます。

9月2日・9日・16日・23日（祝）・30
日、10月14日・21日・28日、11月4
日・11日の全て土曜日（全10回）
14時～16時

誰でも弾ける♪
やさしいピアノ

講座
9

ビギナー
または
初級レベル

さくら
小学校 ５，０００円 稲生 勝尋２０名

旅行英会話を、欧米やアジア旅
行などの失敗談を交え、ご紹介
します。準備・整理で旅を３倍
楽しむ方法もご期待ください。

9月9日・23日（祝）・30日、10月
21日の全て土曜日（全4回）
13時30分～15時

海外旅行を３倍
楽しむための講座10 どなたでも雁宿

ホール １，０００円 吉田 瑞樹１０名

パステルを粉状にして指で絵
を描きます。絵の上手い下手な
ど関係なく、誰でも簡単に楽し
く素敵な絵が描ける講座です。

9月13日・27日、10月11日・25日、
11月8日の全て水曜日（全5回）
10時～11時30分

簡単！キレイ！
楽しい♪

パステルアート
11 どなたでも神戸

公民館 ３，５００円 川上 祐魅１０名

飾り巻きずしを中心に、アイ
シングクッキーなどのデコス
イーツを月替わりで作りま
す。初心者向けの講座です。

9月14日、10月12日、11月9日、
12月14日、平成30年1月11日、2
月8日の全て木曜日（全6回）
10時～12時30分

飾り巻きずしと
デコスイーツ12 どなたでも協和

公民館 ７，８００円 竹内 里美１５名

日々の暮らしの中で、想うこ
とを感じるままに書いてみま
せんか。まずは一歩。五七五
の数え方から始めましょう。

9月17日、10月1日・15日・29日、
11月5日の全て日曜日（全5回）
13時30分～15時30分

川柳
初心者講座
はじめの一歩

13 一般雁宿
ホール １，５００円

川柳きぬうら
クラブ事務局
廣田 千恵子

１５名

着物を着る楽しみを味わい
ながら、ＴＰＯに応じた装い
を指導いたします。

10月4日・11日・18日、11月1日・
15日・22日・29日、12月6日・13
日・20日の全て水曜日（全10回）
13時30分～15時30分

触れて　着て
楽しむ和の心

14 女性雁宿
ホール ４，５００円 林 恵子２０名

楽譜が読めなくても大丈夫
です。男性の声だけでハー
モニーを楽しみます。どんな
響きができるのでしょう。

10月11日・18日・25日、11月15
日・29日、12月6日の全て水曜日
（全6回）
13時30分～16時

初めての男声合唱15 男性雁宿
ホール ２，０００円 弘中 英子４０名

内　　　容 日時講座名№ 対象会場 参加費
(全回分)

講師
（敬称略）定員

7月１4日(金)までに、講座名・郵便番号・住所・氏名・電話番号・年齢を記入のうえ、ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメール
で生涯学習課へお申し込みください。なお、申込み多数の場合は抽選とし、受講決定者にはハガキでお知
らせします。（７月27日発送予定）ゲストティーチャー登録者の詳細は、市ホームページをご覧ください。
《送付先》　〒475-0918　雁宿町1-22-1(雁宿ホール内)
　　　　　２３-７３４１　□FAX２３-７６２９　　Ｅメール　gtkouza@city.handa.lg.jp

申込み
問合わせ

※申し込まれた際の個人情報につきましては、半田市及び担当講師で管理することをご了承いただいたものとします。
※応募者多数で抽選となった場合を除き、申し込まれた時点で申込みされた講座への受講意志があるとみなします。受講料が必要
な講座の場合は講座開催の２週間前までにキャンセルがなければ、受講料の支払いが発生いたしますのでご了承ください。
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