
No 講座名 開講日 定員 曜日 時間 場所 講師 持ち物 内容（備考）

1 はじめての健康麻雀（初心者向け） 8月1日 12人
第2・4木曜日（全8回）※8
月は第1・4木曜日、11月
は第1・3木曜日

13：30-15：30 会議室1 中上　浩和 筆記用具

基本をしっかりマスターします。麻雀は奥の深い
ゲームですが、実はとても簡単で分かりやすく、基本
さえ覚えてしまえば、初心者でも楽しく学べます。テ
キスト学習と実技を行います。

2 NEW　パッチワーク 8月2日 15人
第1・3金曜日（全8回）※8
月は1・4金曜日

13：30-15：30 学習室3 出口　えつ子

初回材料費2,000円（布・針・キルト綿含
む）、裁縫セット、筆記用具、物差し（30
㎝程度)※材料費について、2回目以降
は1,000円程度ですが布などを持参する
場合は不要です。

パッチワークの布で小物を作ります。ポーチ・トート
バックなど、毎日の生活で使えるアイテムを楽しく作
製します。

3 はじめての着物リメイク 8月6日 15人 第1・3火曜日（全8回） 13：00-15：00 学習室3 相木　幸代
材料費500円、筆記用具、色鉛筆（赤・
青）、リメイクしたい着物、裁縫セット、糸
切りばさみ、採寸メジャー、定規（50㎝）

ワイドパンツ・ベスト・作務衣を作ります。着物をほど
くところから始め、裁縫経験がなくても、手縫いでも
作れるデザインです。着物地の魅力を生かし、大切
な着物が思い出とともに洋服へとよみがえります。

4 チャレンジ！キックボクシングエクササイズ 8月6日 14人
第2・4火曜日（全8回）※8
月は1・4火曜日

19：30-21：00 学習室1
いせしまりゅう
キックボクシン
グ

タオル、着替え、飲み物、軍手、運動靴
（室内用）

健康管理・ダイエット・護身など、さまざまな良さがあ
るキックボクシングエクササイズ！軽く、楽しく、体験
してみましょう。

5
NEW　弾いてみよう！はじめてのドレミ♫
（中高年シニア向け）

8月7日 10人
第2・4水曜日（全8回）※8
月は1・3水曜日

10：30-12：00 絵画室 中村　美行 ﾃｷｽﾄ代1,620円、筆記用具、ノート

本当はピアノを習ってみたかった方、紙鍵盤で気軽
に始めてみませんか？楽譜が読めなくても大丈夫で
す。指の運動は脳の活性にも最適です。さあ楽しく
気分はピアニスト。

6 パーソナルカラーレッスン 8月7日 15人 第1・3水曜日（全8回） 13：30-15：00 学習室3 天野　さち
教材費1,500円（8回分・個人別カラー
カード付〔ヘアー＆メイクカラー含〕）、手
鏡、はさみ、のり

パーソナルカラー診断に基づき、服の組み合わせ・
メイク・ストールの巻き方などを実践します。

7 クラフトバンド(紙バンド) 8月7日 20人 第1・3水曜日（全8回） 19：30-21：30 学習室3 小原　輝子

初回材料費800円（2回目以降は1作
品につき1,000～1,500円）、メ
ジャー、定規、洗濯ばさみ（10個程
度）、木工用ボンド（速乾）、筆記用
具、ウェットティッシュ、はさみ

手芸用のカラフルな紙バンドを使って、小物や
カゴバックなどを基本の編み方から楽しく学び
ます。

8
ビューティーピラティス
（初心者向け）＜午前＞

8月8日 15人 第2・4木曜日（全8回） 10：00-11：30 学習室1 鈴木　恵美
運動のできる服装、飲み物、フェースタ
オル、ヨガマット（バスタオルでも可）

普段意識しない体幹の筋肉を使うことで、姿勢を整
えていくエクササイズです。姿勢を正し、呼吸ととも
に動きます。「美しく正しい姿勢」を一緒に手にいれ
ませんか？
※女性限定

9
ビューティーピラティス
（初心者向け）＜午後＞

8月8日 15人 第2・4木曜日（全8回） 13：30-15：00 学習室1 鈴木　恵美
運動のできる服装、飲み物、フェースタ
オル、ヨガマット（バスタオルでも可）

普段意識しない体幹の筋肉を使うことで、姿勢を整
えていくエクササイズです。姿勢を正し、呼吸ととも
に動きます。「美しく正しい姿勢」を一緒に手にいれ
ませんか？
※女性限定

10 はじめてのペン習字 8月9日 20人 第2・4金曜日（全8回） 9：30-11：30 学習室3 杉山　翠香
ボールペン、筆ペン（中字軟筆タイプ）、
鉛筆、ノート、便箋、新聞紙、定規など

ひらがな・カタカナ・漢字を中心に、祝儀袋・年賀状
など、美文字になるための基礎を学びます。

11 NEW　はじめての煎茶道 8月17日 16人
第1・3土曜日（全8回）　※
8月は第3土曜日のみ、11
月は第1・3・5土曜日

13：30-15：30 和室 大間　光慈
2,400円（お茶葉・菓子代〔8回分〕）、白い
靴下または足袋、懐紙、黒文字（よう
じ）、扇子（無い人は初回に説明します）

煎茶入門。日本茶の代表である煎茶。急須で入れる
煎茶の知識・楽しみ方などを、日常生活に生かせる
よう学びます。気軽に受講してください。初回は冷茶
です。

12 楽しいお菓子作り 8月28日 20人
第2・4水曜日（全7回）※8
月は第4水曜日のみ

9:30-11:30 調理室 太田　奈美子
材料費6,000円（7回分）、エプロン、三角
巾、手拭きタオル、布巾2枚、台布巾1枚

洋菓子を中心に和菓子まで、簡単で楽しいメニュー
が盛りだくさんです。カフェタイムもあり、お土産付き
です。

4ヶ月講座

■材料費・ﾃｷｽﾄ代：別

■受講料：1000円

※「ビューティーピラティス」№8・9は、どちらか1つしか申し込めません。



No 講座名 開講日 定員 曜日 時間 場所 講師 持ち物 内容（備考）

13 パソコンの基礎を学ぶ 8月20日 20人 毎週火曜日（全10回） 13：30-15：30 パソコン室 島田　広子
テキスト代500円、教材費500円（USBメ
モリー）、筆記用具

電源の入れ方、マウスの使い方から覚えたいという
人対象の講座です。（OSはWindows8.１です）

14 ワードの基礎を学ぶ（昼） 8月1日 20人
毎週木曜日（全10回）※8
月15日、29日は休講 13：30-15：30 パソコン室 島田　広子

テキスト代500円、教材費500円（USBメ
モリー）、筆記用具

ワード（2013バージョン）の基本操作を学びます。
※「パソコンの基礎を学ぶ」を受講したことのある
人、またはパソコンの基礎ができる人に限ります。

15 エクセルの基礎を学ぶ（昼） 8月31日 20人
毎週土曜日（全10回）※9
月28日、10月26日は休講

13：30-15：30 パソコン室 林　史子
テキスト代500円、教材費500円（USBメ
モリー）、筆記用具

エクセル（2013バージョン）の基本操作（入力、計
算、表作成、グラフ作成）を学びます。
※「パソコンの基礎を学ぶ」を受講したことのある
人、またはパソコンの基礎ができる人に限ります。

16 エクセルの基礎を学ぶ（夜） 8月23日 20人
毎週金曜日（全10回）※9
月27日は休講

19：30-21：30 パソコン室 林　史子
テキスト代500円、教材費500円（USBメ
モリー）、筆記用具

エクセル（2013バージョン）の基本操作（入力、計
算、表作成、グラフ作成）を学びます。
※「パソコンの基礎を学ぶ」を受講したことのある
人、またはパソコンの基礎ができる人に限ります。

17 パワーポイント 8月20日 20人 毎週火曜日（全8回） 19：30-21：30 パソコン室 浜辺　繁幸
テキスト代500円、教材費500円（USBメ
モリー）、筆記用具

パワーポイント（2013バージョン）の基本操作を学び
ます。※「ワードの基礎を学ぶ」を受講したことのあ
る人、またはワードの基礎ができる人に限ります。

パソコン講座

■受講料：5回以上は、1000円

■教材費・ﾃｷｽﾄ代：別

※「パソコンの基礎を学ぶ」№13に申し込む場合、ワード・エクセル・パワーポイントの講座№14～17には申し込めません。
※「ワードの基礎を学ぶ」№14と、「エクセルの基礎を学ぶ」№15・16は、「パソコンの基礎を学ぶ」を受講したことがある人、またはパソコンの基礎ができる人に限ります。
※「エクセルの基礎を学ぶ」№15・16は、どちらか1つしか申し込めません。
※「パワーポイント」№17は、「ワードの基礎を学ぶ」を受講したことがある人、またはワードの基礎ができる人に限ります。



No 講座名 開講日 定員 曜日 時間 場所 講師 持ち物 内容（備考）

18 NEW　フォークダンス体験 8月8日 30人
各木曜日　8月8日、22
日、29日、9月5日（全4
回）

13：30-15：00 多目的ホール
伊勢フォークダ
ンス協会

動きやすい服装・靴、タオル、飲み物
簡単なフォークダンス。みんなで踊りましょう。いつま
でも元気で、笑顔で踊る楽しさを発見してください。

短期講座

■受講料：5回以上は、1000円

■材料費：別



No 講座名 開講日 定員 曜日 時間 場所 講師 持ち物 内容（備考）

19 NEW　プログランミングをはじめよう 8月18日 10人
第1・3日曜日（全7回）※8
月は第3日曜日のみ

9：30-11：30 パソコン室 島田　広子 教材費500円（ＵＳＢメモリー）、筆記用具

パソコンでプログラミングをやってみよう！基礎を楽
しく学びます。
対象：市内在住の小・中学生
※小学3年生以上が望ましい

20 NEW　学ぼう！子ども図画30 8月11日 20人 第2・4日曜日（全8回） 9：30-11：30 絵画室 前島　賢
八つ切り画用紙、筆記用具（鉛筆、のり、
はさみ、消しゴム、クレヨン、定規など）、
絵の具セット、タオル、ティッシュ、色鉛筆

季節に応じた画材を考えて描きます。楽しく学習に
役立てたいと思います。
対象：市内在住の小・中学生

21 NEW　子ども書道 8月10日 10人 8月10日（土） 9：30-11：30 絵画室 西口　仙祥
書道半紙、墨（墨汁）、硯、筆、下敷き、
文鎮、新聞紙

夏休みの課題を一緒に楽しく終わらせましょう。
対象：市内在住の小・中学生

子ども向け講座

■受講料：5回以上は、1000円

■材料費・ﾃｷｽﾄ代：別


