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１月１４日、兵庫県に緊急事態宣言が出されました。
このことを踏まえ、生涯学習課から公民館に対して、
以下の指示がありましたのでお知らせいたします。
<緊急事態宣言に伴う対応>
・２０時以降は原則閉館
・夜間の貸館申請の新規受付は停止
・学習発表会などのイベントは原則中止
※通常の主催講座・文化講座等は、参加人数を
制限してこれまで通り実施します。

・十分な感染防止対策の徹底
<対応期間>
・令和３年１月１８日(月)～２月７日(日)
前回のように、すべての事業や貸館が中止という
わけではありませんが、これ以上の感染拡大を防止す
るため、マスクの着用、検温、手洗い、消毒、室内の換
気や３蜜の回避などの徹底を図ります。来館される
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※これらの対応は、今後の状況により変更になる可能性があります。

歴史教室
定員２５名 (先着順)
「渋沢栄一」 ※２０２１年大河ドラマ主人公、新一万円札の顔
２月１２日(金) １３時３０分～１５時００分
講師 歴史研究家 菅原美文先生
渋沢栄一は天保１１年(１８４０年)生まれ。大久保
利通、吉田松陰より１０歳年下。武蔵国榛沢郡血洗
島村(埼玉県深谷市)の富豪の長男として生まれる。
後に志を立て攘夷運動に参加し、縁あって一橋家
に仕え、慶喜が１５代将軍となったのちは幕臣となる。
徳川昭武の用人となり、フランス万国博に日本代表と
してパリへ。西洋文明の進んでいることを目にし、新
しい時代の到来を意識するが、帰国後、徳川慶喜と
共に駿府に移り住む。この地を終の
棲家とすることを覚悟するが…。
詳しくは歴史教室で
(菅原美文)

教養講座
定員２５名 (先着順)
「いつまでも自分らしく過ごすために」
～人生の最終章を考える～
２月１９日(金) １３時３０分～１５時００分
講師 姫路市在宅医療・介護連携支援センター看護師 東 純子先生
人はいつか必ず最期の時を迎えます。その時、あな
たはどこでどのように過ごしているでしょうか？人生の
最期まで自分らしく生きるために、何を大切にしたいで
すか？そのために今からできることは何でしょうか？
人生の最期を考えることは、「今」をより善く生きるこ
とに繋がります。一緒に考えてみましょう。
講座の後半には、新型コロナウィルス
の感染防止のお話もさせていただく予定
です。 (東 純子)

いきいき教室
定員１０名 (先着順)
「男性の料理教室(2)」
～男のこだわり“おつまみ”を楽しむ～
２月２６日(金) １0 時 0０分～13 時 00 分
講師 文化講座講師 髙濱御栄先生
今日はちょこっと作って、じっくり飲みたいなぁ…
友人を「おいしい！」と驚かせたい。そんな料理を作っ
てみませんか？当日お酒は用意できませんが、お家で
作って、是非一杯楽しんでほしいです。 (髙濱御栄)
メニュー
大根もち、大豆とこんにゃくのおかか煮、蛸と
キュウリの酢の物、小松菜のおひたし、豚汁
≪持参するもの≫
エプロン、マスク、参加費 500 円(材料費)

子ども教室「華道教室」 定員１０名 (先着順)
２月２７日(土) １0 時 0０分～11 時３０分
講師 文化教室講師 吉田佐百合先生
季節の花をかわいい器に入れて、食卓やお部屋に飾
りませんか？ きっと、家の中が明るくなりますよ。
(吉田佐百合)
≪持参するもの≫
はさみ、参加費 300 円(材料費)

どの講座も事前申し込みが必要です！
受付 公民館窓口・℡295-9433

裏面に来年度の文化講座の講座生募集一覧を
掲載しています。ぜひご覧ください。

No

講座名（流派）

講師名(代表者名)

開催曜日

1

コーラス(高岡それいゆ)

高宮久子

火曜日(第 1・3 週)

10:00～12:00

１０名程度

2

手 編①

白木陽子

火曜日(第 1・2・3 週)

10:00～12:00

若干名

3

手 編②

〃

13:00～15:00

若干名

4

パッチワーク

飯田亜告子

水曜日(第 1・3・4 週)

9:00～12:00

若干名

5

茶 道①（裏千家）

髙田宗聡

水曜日(第 1・3 週)

9:30～12:00

５名

6

茶 道②（裏千家）

〃

13:15～16:00

５名

7

大人のピアノ①

高宮久子

13:00～15:00

キャンセル待ち

8

大人のピアノ②

〃

15:00～17:00

キャンセル待ち

9

英語であそぶ A (幼児)

梅津由紀

水曜日(第 1・2・3 週)

15:45～16:45

募集なし(隔年募集)

10

ワープロ・パソコン B

荻野ちあき

木曜日(第 1・2・3 週)

13:00～15:00

５名

11

料 理

高濱御栄

木曜日(第 3 週)

10:00～13:00

５名

12

着付と日常マナー(装 道 流 )

吉間久美

木曜日(第 1・3 週)

10:00～12:00

１０名

13

中 国 語

宋 毳

木曜日(第 1・2・3 週)

10:00～11:30

７名

14

パソコン A

吉田裕香子

木曜日(第 1・2・4 週)

10:00～12:00

５名

15

パソコン B

木曜日(第 1・2・3 週)

19:00～21:00

若干名

16

リコーダー(アマービレ)

石田紀子

金曜日(第 1・3 週)

10:00～12:00

若干名

17

ワープロ・パソコン C

荻野ちあき

金曜日(第 1・2・3 週)

10:00～12:00

５名

18

菓子・ケーキ

三浦きわ子

土曜日(第 1 週)

9:30～12:30

６名

19

英語であそぶ B (小学生)

梅津由紀

土曜日(第 1・2・3 週)

9:00～12:00

20

手 品

木村修一

日曜日(第 1・3 週)

〃

〃
水曜日(第 1・3 週)
〃

〃

時 間

募集定員

募集なし(隔年募集)

10:00～12:00

５名

1 文化講座とは
公民館の主催講座の一つ。暮らしを彩る様々な文化的技能や生きがいにつながる趣味を深める講座です。
各講座は、館長指導のもとで講座生が自主管理・自主運営しています。
2 参加申込みは
２月２日(火)から公民館窓口もしくは電話にて受付します。講座見学も可能(※要予約)
3 経 費 は
講師謝金１回５００円程度、材料費・教材費、他に協力金(清掃費)として一人一講座あたり６００円(年額)が必要です。

各種団体・組織からのお知らせ
団体・組織名
連合自治会

期

日

行

事

３月の講座予定
場

所

２月 28 日(日)

自治会長会

高岡公民館

２月 18 日(木)

子育て教室

高岡公民館

２月 23 日(火)

ふれあい給食

各町公民館

２月 28 日(日)

ふれあいサロン

高岡公民館

消防高岡分団

2 月下旬

分団訓練

校区内

防犯高岡支部

２月６日(土)

巡回 パトロール

支部内巡回

高岡幼稚園

２月 19 日(金)

生活発表会

高岡幼稚園

高岡小学校

２月 18 日(木)・19 日(金) オープンスクール

社会福祉協議会

高岡小学校

(地域別に実施)

高丘中学校

２月 17 日(水)～19 日(金) 期末考査

高丘中学校

※上記の内容は、今後の状況により変更になる可能性があります。

・３月１２日(金) 歴史教室
「津田梅子」
歴史研究家 菅原美文先生
・３月２６日(金) いきいき教室
「五感を磨いて若返り」
回想療法士 田中孝史先生
※３月の教養講座・子ども教室は
ありません。

★事前申し込みが必要です。
受付 公民館窓口・℡295-9433

