
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実施の有無は新型コロナウィルスの感染状況により判断します。公民館の掲示や電話で確認し

て下さい。 

４月 
E-mail;sembakmn@hi-net.city.himeji.hyogo.jp 

船場公民館だより 

子育て教室 なかよしランド 

4 月 19 日（水）14 時～ 

 

講師：移動児童センター 

おもちゃでの自由遊び、体操や手遊び、季節

のわらべうたあそび、そして「はらぺこあおむ

し」のミニシアターを予定しています。 

いきいき教室 

4 月 11 日（火）10 時～ 

「簡単筋力トレーニング」 

 

講師：信澤 多佳恵 先生 

 健康寿命を延ばすには、筋肉量の維持や増

強が必要です。そのためには運動が欠かせま

せん。誰でも簡単にできるトレーニングを紹

介します。運動しやすい服装で、お茶やお水を

ご持参下さい。五本指の靴下もお願いします。 

歴史教室 

4 月 27 日（木）13 時 30 分～ 

「黒田（官兵衛）家の先祖」 

講師：出口 隆一 先生 

 平成 26 年に「黒田官兵衛」が NHK 大河ド

ラマとして放送されてはや 10 年になる。名

門黒田家の先祖について不明な点が多く、黒

田家の系図がどのようにできたか諸説を比

べながら探ってみたい。（要申込み、25 名程

度） 

教養講座 

4 月 25 日（火）13 時 30 分～ 

「スマホ教室入門編」 

講師：ドコモショップ姫路西店 

 スマホの基本を教えて頂きます。（要申込

み、15 名程度） 

将棋教室 

4 月 12 日・26 日（水） 

15 時 30 分～ 

講師：久保 孝幸 先生  

将棋の基本から教えていただけます。小学

生対象。毎月第 2・第 4 水曜日 

子育て支援 なかよしせんばっ子 

4 月 14 日（金） 

ふれあい給食 

4 月 8 日（土） 

友愛 

○４月の教養・地域講座 

○4月の社会福祉協議会船場支部の行事 

第３２２号 

令和５年（2023 年）４月 

姫路市立船場公民館 

姫路市東雲町 1丁目２９ 
TEL/FAX ２９１－２６１５ 



船場公民館　　令和５年度　教養講座・地域講座計画

※計画ですので変更になることがあります。受講の際は、毎月の「公民館だより」、姫路市のWEB等で確認ください。 令和5年4月

内　容 講　師 内　容 講　師 内　容 講　師 内　容 講　師 内　容 講　師

スマホ教室入門編　 日本史➀ 出口　隆一 簡単筋力トレーニング➀ 信澤　多佳恵 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

4/25（火）13:30～ ドコモショップ姫路西店 4/27（木）13:30～ 元　姫路市史編集委員 4/11（火）10:00～ 体操講師 4/12,4/26（水）15:30～ 将棋教室講師 4/19（水）14:00～ 移動児童センター

日本史② 出口　隆一 寄り道サロン➀ 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

5/25（木）13:30～ 元　姫路市史編集委員 5/18（木）13:30～ 包括支援センター 5/10,5/24（水）15:30～ 将棋教室講師 5/17（水）14:00～ 移動児童センター

健康講座① 日本史➂ 出口　隆一
簡単筋力トレーニング②
6/13（火）10:00～ 信澤　多佳恵 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

6/15（木）13:30～ 包括支援センター 6/22（木）13:30～ 元　姫路市史編集委員
歌って動いて脳トレ➀
6/29（木）10:00～

水砂　　恵 6/14,6/28（水）15:30～ 将棋教室講師 6/21（水）14:00～ 移動児童センター

防災講座 日本史➃ 出口　隆一 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

7/18（火）13:30～ 危機管理室 7/27（木）13:30～ 元　姫路市史編集委員 7/12,7/26（水）15:30～ 将棋教室講師 7/19（水）14:00～ 移動児童センター

ストーリーテリング
8/2,9,16,23（水）14:30～ 村上　泰代

人権講座 姫路市人権啓発課 姫路城と歴史➀ 中川　秀昭 歌って動いて脳トレ② 水砂　　恵
夏休み絵画教室

8/3（木）,8/4（金）13:30～ 西谷　純子 なかよしランド 移動児童センター

8/8（火）13:30～ 8/24（木）13:30～ 元　城郭研究室長 8/31（木）10:00～ 音楽療法士
将棋教室

8/9,8/23（水）15:30～ 久保　孝幸 8/16(水）14:00～

スマホをもっと知りたい、使いたい 山名　美佐子 姫路城と歴史② 中川　秀昭 寄り道サロン② 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

9/29（金）13：30～ 文化講座講師 9/28（木）13:30～ 元　城郭研究室長 9/21（木）13:30～ 包括支援センター 9/13,9/27（水）15:30～ 将棋教室講師 9/20（水）14:00～ 移動児童センター

防災講座 姫路城と歴史➂ 中川　秀昭 簡単筋力トレーニング➂ 信澤　多佳恵 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

10/12（木）13:30～ 関西電気保安協会 10/26（木）13:30～ 元　城郭研究室長 10/10（火）10:00～ 体操講師 10/11,10/25（水）15:30～ 将棋教室講師 10/18（水）14:00～ 移動児童センター

健康講座② 姫路城と歴史➃ 中川　秀昭 歌って動いて脳トレ➂ 水砂　　恵 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

11/9（木）13:30～ 包括支援センター 11/23（木）13:30～ 元　城郭研究室長 11/30（木）10:00～ 音楽療法士 11/8,11/22（水）15:30～ 将棋教室講師 11/15（水）14:00～ 移動児童センター

東洋史① 景山　祐一
干支手芸講座
12/8（金）13:30～ 大石　香代子 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

12/6（水）13:30～ 好古学園大学校講師
簡単筋力トレーニング④
12/12（火）10:00～ 信澤　多佳恵 12/13,27（水）15:30～ 将棋教室講師 12/20（水）14:00～ 移動児童センター

新春落語会　 河本栄味子 東洋史② 景山　祐一 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

1/25(木）13:30～ マナー・話し方講師 1/31（水）13:30～ 好古学園大学校講師 1/10,1/24（水）15:30～ 将棋教室講師 1/17（水）14:00～ 移動児童センター

コーヒーを楽しもう 高濱　御栄 東洋史③ 景山　祐一
簡単筋力トレーニング⑤
2/13（火）10:00～ 信澤　多佳恵 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

2/22（木）13:30～ コーヒーインストラクター 2/7（水）13:30～ 好古学園大学校講師
歌って動いて脳トレ➃
2/29（木）10:00～

水砂　　恵 2/14,2/28（水）15:30～ 将棋教室講師 2/21（水）14:00～ 移動児童センター

東洋史④ 景山　祐一 簡単筋力トレーニング⑥ 信澤　多佳恵 将棋教室 久保　孝幸 なかよしランド

3/6（水）13:30～ 好古学園大学校講師 3/12（火）10:00～ 体操講師 3/13,3/27（水）15:30～ 将棋教室講師 3/20（水）14:00～ 移動児童センター
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