
豊明市ホームページ　https://www.city.toyoake.lg.jp/

①市内在住、在勤、在学者は抽選時、２倍の確率で抽選します。
②各講座申込締切後、１週間以内に申込結果をお送りします。
届かない場合は生涯学習課までお電話ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で講座の中止及び内容等を変更させていただく場合があります。
開催状況等についての最新情報はホームページでご確認ください。
※南部公民館はリニューアル工事のため会場が変わっておりますのでご注意下さい。

講座運営に関するお知らせ

5月27日（土）
主な内容　世界最古の長編小説といわれる『源氏物語』。しかし、とても長い小説のため読了できずに挫折した方
も多いのではないでしょうか？このたび、『源氏物語解剖図鑑』を出版された美術ライター佐藤晃子さんをお招きし、
『源氏物語』の世界に近づいてみることとしました。紫式部が描こうとした『源氏物語』の世界を一緒に味わってみま
せんか。皆様のご参加をお待ちしております。

公民館講座・キャリアアップ講座
申込・問合先：生涯学習課　TEL 92-8317　〒470-1195　豊明市新田町子持松1-1

定　員／２０名　　対象者／小学生１～６年生　　会　場／豊明市商工会館　　
時　間／10：30～12：00　　講　師／愛知こどもの国　嶋崎 徹　　受講料／２００円（全１回分）　　
持ち物／筆記用具・はさみ　　託　児／あり（要予約・有料1人200円）

7月28日（金）
主な内容　身の回りの現象も、視点を変えてみると、不思議がいっぱいです。サイエンスショーを楽しみながら、ち
ょっと不思議な世界を体験してみませんか？浮沈子、水のトルネード、空気砲などの実験をとおして、空気の性質をい
ろいろな角度から考えてみましょう！工作は、レンズで光が曲げられてスクリーンに景色がうつる仕組みを考えなが
ら、箱カメラをつくります。（撮影はできませんが景色がうつる不思議を体験できるカメラです！）
※保護者付き添いの場合は保護者も受講料２００円が必要です。　

申込期限：７月７日（金）送信分・消印有効

3. 理科を楽しもう！～サイエンスショーと箱カメラを作ろう～

1. 物語と絵巻から読み解く『源氏物語』の世界

夏休みの
自由研究に
おすすめ！

定　員／30名　　対象者／どなたでも　　会　場／豊明市商工会館　　時　間／13：30～15：00　　
講　師／美術ライター　佐藤 晃子　　受講料／２００円（全１回分）　　
持ち物／筆記用具　　託　児／あり（要予約・有料　1人200円）

申込期限：５月６日（土）送信分・消印有効 申込締め切り後も空きがあれば受け付けますので、お問い合わせください。

申込期限：①②７月１５日（土）送信分・消印有効　③８月１２日（土）送信分・消印有効 申込締め切り後も空きがあれば受け付けますので、お問い合わせください。
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いずれの内容も、全くやったことがない方向けの入門講座です。

佐藤 晃子

８月５日（土）・９月２日（土）
主な内容　2023年大河ドラマは「どうする家康」ですが、実は徳川家康が「碁打
ち衆」として囲碁のプロ制度を創設したのはご存じですか？45才で囲碁を覚えたと
いわれる家康。そんな家康が愛した囲碁の世界をプロの囲碁棋士である大澤先生
にご紹介していただきます。黒石と白石だけの世界でどう遊ぶのか？ぜひ一緒に覚
えましょう。

2. 教養としての囲碁講座
定　員／各20名　　対象者／どなたでも（初心者向け）　　
会　場／豊明市役所　　時　間／①③10:00～11:30　②13:00～14:30　　
講　師／囲碁プロ棋士 四段　大澤 健朗　　受講料／２００円（全１回分）　　
持ち物／筆記用具　　託　児／あり（要予約・有料1人200円）

大澤 健朗

1 　受講資格
●複数回ある講座は、原則として全ての回に出席できる人に限ります(事前に予定を確認してください)。

2 　申込方法（往復はがき1枚につき1講座（1コース）のみ有効です。）
●申込先を確認の上、往復はがきで下記のようにお送りください。
●申込期限の消印まで有効です。各講座の申込期限を確認したうえで申し込みしてください。
●１講座（コース）への複数枚の申し込みは無効となります。
●二次元コード掲載講座は、ホームページ、二次元コードからも申し込みできます。

3 　受講の決定
（１）申込者が定員を超えた場合

●それぞれの申込先で公開抽選を行い、返信はがきなどで結果をお知らせし
ます。

（２）申込者が定員に満たない場合
●原則として、申込者は全員受講していただけます。ただし、講座によっては、定
員の１／２以下の申し込みの場合は中止となる場合もあります。その旨は、返
信はがきなどでお知らせします。

●締め切り後も定員に空きがあれば受講できることがあります。問合先にお問い
合わせください。

4 　受講料などについて
●受講料などは、原則初回にいただきます。一度納められた受講料などは返金でき
ません（教材費の金額を変更する場合があります）。また、全回出席されなくても
全回分の金額をいただきます。

5 　受講決定後のキャンセル
●抽選後に欠員が出た場合には、補欠受講者を選出しますので、キャンセルする場
合には申込先まで早急にお知らせください。ご連絡のない場合は、受講料などを
徴収することがあります。

6 　託児（設定講座のみ）
●託児は6ヶ月～小学校2年生です。
●託児は有料となります。料金は１人200円です。各講座の申込期限までに必ずお
申し込みください。人数制限をもうける場合がありますので、ご了承ください。
なお、託児をキャンセルする場合は、講座開催日前日（市役所閉庁日の場合は
前開庁日）の正午までに必ず生涯学習課（92-8317）までご連絡ください。それ
以降の連絡または連絡がない場合は、キャンセル料として200円をいただき
ます。

7 　その他
●抽選日当日は抽選結果を、お答えできませんので、あらかじめご了承ください。
●都合により、日程・内容などが変わる場合があります。

申込方法など申込方法など

豊明市内では、いろいろなサークルが活動しています。興味のある方は、ホームページをご覧ください。
ホームページ　https://www.city.toyoake.lg.jp/3366.htm

☆公民館サークル　会員募集中☆
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（教室名がある場合は教室名も記入）
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住　所
氏　名（ふりがな）
年　齢
勤務・通学先名
（市外在住の方のみ）
電話番号
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  希望者はお子さまの名前・
  ふりがな・性別・生年月日(　　　　　　　　　　)

※携帯電話をお持ちの方は必ずご記入ください。

8/5 9/2

●陶芸の館は駐車場に余裕がありませんので、来館はできるだけ送迎でのご協力をお願いします。　●お申し込み方法はとよあけ市民大学「ひまわり」のホームページでご確認下さい。

●令和5年夏頃より、愛知県陶磁美術館出張陶芸館の講座が始まります。詳しくは広報でご確認下さい。

申込・問合先：とよあけ市民大学「ひまわり」事務局　TEL92-8817 (10：00～14：00)　〒470-1131　豊明市二村台1-27　共生交流プラザ「カラット」内

15 市民大学「ひまわり」陶芸教室
定　員／18名(コロナ感染状況に応じ変更あり)　　会　場／陶芸の館（大蔵池公園内）　　
持ち物／エプロン・タオル・筆記具・飲み物

申込期限：3/1～4/14（金）消印有効

大人気

①カップ他
(父の日におすすめ)

5/14（日）
9：30～12：00
6/4 （日）

9：30～12：00

6/11（日）
10：00～11：00

教室
どなたでも
(小学生以上)

対象者
(受講資格) 

受講料

教材費

400円

1,100円

②お皿に絵付け

5/21（日）
9：30～12：00

6/18（日）
10：00～11：00

親子
(幼児も参加できます)

200円
1セット800円（皿2枚）
※1人につき1セットです。

③お皿とお茶碗に絵付け

5/21（日）
13：30～16：00

6/18（日）
10：00～11：00

小中学生

200円
1セット800円（皿・茶わん）
※1人につき1セットです。

④オリジナル食器

7/9（日）
9：30～12：00
7/30（日）
9：30～12：00

8/6（日）
10：00～11：00

どなたでも
(小学生以上)

400円

1,100円

⑤ペンダント作り

9/7（木）
9：30～12：00

10/8（日）
10：00～11：00

どなたでも
(一般)

200円

800円

⑥ランプシェード作り

9/10（日）
9：30～12：00

10/8（日）
10：00～11：00

どなたでも
(小学生以上)

200円

800円
費
用
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（粘土をこねて形を作ります）
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大学市民講座

申込期限：６月３日（土）送信分・消印有効

4. 愛知教育大学
日常生活のはてな？～身の回りの科学技術のひみつ～

申込期限：６月２０日（火）送信分・消印有効

5. 愛知教育大学
古典世界の連想ゲーム～連歌の魅力を知る～

山下 直樹先生

和﨑 聖日先生

岩山 勉先生

申込期限：６月１７日（土）送信分・消印有効

7月8日（土）
幼児期の子どもは元気いっぱいに走り回ったり、跳びはねたりします。
その姿はほほえましいのですが、四六時中そのような行動が見られる
とときにイライラしてしまうもの。
わらべうたには、子育ての知恵が詰まっています。この講
座で子どもの発達を促すわらべうたを学びつつ、子育て
のヒントについて考えてみましょう。

定　員／20名　　対象者／どなたでも
会　場／豊明市商工会館
時　間／10：30～12：00 
講　師／名古屋短期大学 保育科

教授　山下 直樹
受講料／２００円（全１回分）　　持ち物／筆記用具
託　児／あり（要予約・有料　1回200円）

6. 名古屋短期大学
子育てのヒント見つけませんか～子どもの育ちとわらべうた～

申込期限：５月２３日（火）送信分・消印有効

7. 藤田医科大学
「がん」になったときに大切にしたいこと～人生会議をしよう～

申込期限：５月１３日（土 ）送信分・消印有効

6月3日（土）
古来シルクロードの要衝であった中央アジアのうち、ウズベキスタン
を取り上げる。この地域（国）の社会と文化の基層には、定住民と遊牧
民の衝突・交流・融合の歴史がある。このことを簡潔に解説したうえで、
今日のウズベキスタン社会における旧遊牧民系住民の芸能文化に光
を当て、その文化の多様な側面について映像を中心に紹
介する。旅行ガイドでは知的好奇心を満たし得ない方々
に、21世紀のシルクロードの姿を詳しく知るための入門
編として本講座を開講します。

定　員／20名　　対象者／どなたでも
会　場／豊明市役所
時　間／13：00～14：30
講　師／中部大学人文学部　

准教授　和﨑 聖日
受講料／２００円（全１回分）　　
持ち物／筆記用具
託　児／あり（要予約・有料　1回200円）

６月１３日（火）
命の危険が迫った状態では、約70％の方が自分の思いを伝えること
ができなくなると言われています。人生会議は、もしもの時に備えて
ご自身が望む医療やケアについて家族や医療者と前もって話し合うこ
とを言います。最後まで自分らしく過ごすためには、日ごろから家族と
繰り返し話し合い、自分の思いを共有することが大切です。自分の人
生のことを考えてみましょう。

定　員／20名　　対象者／どなたでも
会　場／豊明市商工会館
時　間／10：30～12：00
講　師／藤田医科大学岡崎医療センター　

看護副主任（緩和ケア認定看護師）　近藤 千恵
受講料／２００円（全１回分）　　持ち物／筆記用具
託　児／あり（要予約・有料　1回200円）

７月１１日（火）
「和歌」は学校教育の中で誰もが触れる文芸ですが、複数
人で、５７５と７７の詩型を連想でつなげていく文芸形式
「連歌」は聞き馴染みがない分野でしょう。本講座は、現代
における連想ゲームの感覚を活かしながら、「連歌」の魅
力を受講者による作句を通して知っていただく試みです。

定　員／15名　　対象者／一般（高校生以上）
会　場／豊明市商工会館
時　間／10：30～12：00
講　師／愛知教育大学 国語教育講座 助教　川﨑 美穏
受講料／３００円（全１回分）　　持ち物／筆記用具
託　児／あり（要予約・有料　1回200円）

６月２４日（土）
私たちは日頃あまり意識していませんが、日常生活において「先端科
学技術」の進歩により様々な恩恵を受けています。例えば、ＬＥＤ、非接
触式カード、タッチパネル等、身の回りには「先端科学技術」を利用し
たモノがあふれています。電化製品などを単にユーザとして割り切っ
て使いこなせば何不自由することはありませんが、この講座では一歩
踏み込んで、身の回りにあふれる「先端科学技術」を利用した機器な
どの「どうして、なぜ」を理解し、少し豊かな気持ちになることを目指し
ます。理系的な素養がなくても理解できるよう、演示や工作を行いな
がらやさしく説明いたします。

定　員／30名　　対象者／どなたでも
会　場／豊明市商工会館
時　間／10：30～12：30
講　師／愛知教育大学 理科教育講座　

理事・副学長　岩山 勉
受講料／３００円（全１回分）（小学２年生以下は保護者

同伴／保護者も受講費必要）
持ち物／筆記用具
託　児／あり（要予約・有料　1回200円）

8. 中部大学
21世紀のシルクロード ―― ウズベキスタン・旧遊牧民系地域の芸能文化

申込・問合先：生涯学習課　TEL（0562）92-8317
〒470-1195　豊明市新田町子持松1-1

スマートフォン用

スマートフォン用

スマートフォン用

スマートフォン用

スマートフォン用

スマートフォン講座
定　員／２０名　　対象者／どなたでも
会　場／豊明市商工会館
時　間／13：00～15：00　　
講　師／ソフトバンク認定講師
受講料／２００円　　持ち物／筆記用具

これからの時代、スマートフォンは必須です。
スマートフォンをお持ちでない方も大歓迎。
講師が持ちこむ体験機を使って電源の入れ
方、電話のかけ方、インターネットの使い方、
LINEなどSMSの使い方などスマートフォン
の基本操作を学びましょう。
※スマートフォンは講師が持ち込んだものを使います。

6月20日（火）
日程・内容

9 はじめてのスマートフォン教室（入門編）

申込期限：５月３０日（火）送信分・消印有効

申込期限：４月１６日（日）送信分
申込・問合先：生涯学習課　TEL92-8317

家庭教育学級

文化財講座

10 家庭教育学級
市内の幼稚園・小中学校に通うお子様をお持ちの保護者を対象とした、学びの場
です。参加者全員で話し合って学習プログラムを作りみんなで運営します。
募集学級／以下の５学級
　　　　　①幼児学級

（豊明幼・暁幼・星の城幼・リジョイス幼に通うお子様をお持ちの方による学級）
　　　　　②栄中学校区学級

（栄小・舘小に通うお子様をお持ちの方による学級）
　　　　　③沓掛中学校区学級

（沓掛小・中央小に通うお子様をお持ちの方による学級）
　　　　　④豊明中学校区学級

（豊明小・三崎小・大宮小・二村台小に通うお子様をお持ちの方による学級）
　　　　　⑤中学校学級

（市内在住の中学生のお子様をお持ちの方による学級）

会　場／公共施設等
受講料／無料（学習内容によって実費徴収）
その他／詳しくは、学校や園で配布される「家庭教育学級のチラシ」

をご覧いただくか、生涯学習課までお問い合わせください。

11 食虫植物を観察してみよう！
定　員／１０名
対象者／小学生（高学年）から一般
会　場／豊明市歴史民俗資料室（体験学習室）
時　間／10：00～12：00
講　師／文化財保護委員　鬼頭 邦英
受講料／２００円　　持ち物／筆記用具

12 古代・中世の焼き物の痕を拓本にして栞をつくろう！
しおり

定　員／１０名
対象者／小学生（高学年）から一般
会　場／豊明市歴史民俗資料室（体験学習室）
時　間／10：00～12：00
講　師／文化財保護委員　永井 邦仁
受講料／２００円　　持ち物／筆記用具

13 シラタマホシクサの花を観察してみよう！
定　員／１０名
対象者／小学生（高学年）から一般
会　場／豊明市歴史民俗資料室（体験学習室）
時　間／10：00～12：00
講　師／文化財保護委員　鬼頭 邦英
受講料／２００円　　持ち物／筆記用具

●様々な食虫植物をじかに触れ、観察する。
●ナガバノイシモチソウの種子を顕微鏡で
観察する。

市内北東部には豊かな自然が残され、食虫植
物の自生する湿地を見ることができます。中で
も県指定天然記念物である「豊明のナガバノ
イシモチソウ」はモウセンゴケ科の食虫植物で
夏場に赤い花を咲かせることから国内でも非
常に珍しいものとなっています。今回はナガバ
ノイシモチソウをはじめ各地域でみられる食
虫植物についてその生態を学びます。

市内の窯跡から出土した須恵器や山茶碗な
どの焼き物を使ってその文様を拓本にとり、
栞にする。
市域を含む丘陵地の窯は「猿投窯」と呼ばれ全
国有数のやきものの生産地でした。市内にお
いては古代から中世にかけて多くの窯跡がみ
られ、これらの窯跡からは須恵器や山茶碗など
が出土しています。今回はこれらの出土遺物
を直に触れて拓本をとりオリジナルの栞を作
成します。

7/8（土）
日程・内容

８/26（土）
日程・内容

●シラタマホシクサの花のつくりを顕微鏡
で観察する。
●身近な植物の花のつくりを顕微鏡で観察し、
シラタマホシクサの花のつくりと比較する。

市の指定天然記念物である「大狭間湿地」には
この地域特有の植物が多く自生し、秋には絶滅
危惧種のシラタマホシクサが湿地一面に咲き
誇ります。シラタマホシクサは日本固有種で東
海地方の一部の湿地に生える極めて希少な植
物です。今回はこの幻想的な景観を構成してい
るシラタマホシクサについて学びます。

９/２３（土）
日程・内容

申込期限：６月２９日（木）先着順 申込期限：８月１７日（木）先着順 申込期限：９月１４日（木）先着順

スマートフォン用

スマートフォン用

都合により、内容などが変わる場合があります。 申込・問合先：生涯学習課　TEL９２-８３１７

図書館講座
14 手作り絵本講座
定　員／１０名 
対象者／全７回すべて参加できる人
会　場／図書館 会議室 時　間／10：00～12：00
講　師／戸松 敦子 受講料／無料
教材費／実費（900円程度）
持ち物／はさみ、カッターナイフ、画材用具、筆記用具
託　児／託児はありませんが、条件付きで乳幼児のお子さんと

一緒に参加できます。

詳細は広報６月号をご覧ください。

あなただけのオリジナル絵本を作ってみません
か？お話を作ったり絵を描くのが苦手な人も、イラ
ストの切り抜きや写真を使って工夫すれば、素敵な
絵本が完成します。

①7/5（水） ②7/19（水） ③8/2（水） 
④9/6（水） ⑤9/20（水） ⑥10/4（水） 
⑦10/18（水）

日程・内容

申込・問合先：図書館　TEL92-4946
〒470-1121 豊明市西川町横井4-11


