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書道家

が語る

1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、
NTTに就職。約3年後に書道家として独立。
NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉
｣世界一のスパコン「京」など数々の題字を
手掛ける。独自の世界観で、個展や講演活
動を行っている。メディア出演も多数。主
宰する書道教室には約300名の門下生が
通う。(2005年新規募集締切）2013年度
文化庁から文化交流使に任命され、ベトナ
ム～インドネシアにて書道イベント開を開
催、また、2015年にはカリフォルニア州に
て個展開催など、世界各国で活動する。作
品集「たのしか｣「絆」や「ポジティブの教科
書｣（30万部突破）など、著書も多数。

「人生が変わる言葉の力、書の力」
～毎日がパラダイスになるコツ～

プロフィール

締切り

問合せ 八幡市立生涯学習センター ☎ 983-6002

※ご希望の方は往復ハガキ(1枚につき2名まで)に必要事項をご記入のうえお申込みください。
　3名以上ご記入の場合は無効とします。

10月 5日㈮必着 10月25日㈭以降ハガキにてお返事致します。
※ハガキが整理券となります。定員を超えた場合抽選とし八幡市在住の方を優先とします。

武田双雲さん第27回

生涯学習
フェスティバル開催

第27回

生涯学習
第27回

開館20周年記念

日時 11月 18日㈰ 午後1時30分～
会場 八幡市立生涯学習センター ふれあいホール 定員 250名
申込み

申込み往復ハガキの記入例

往信用（表） 返信用（裏） 返信用（表） 往信用（裏）

八幡市男山竹園2-3
八幡市立生涯学習センター
「第27回八幡市

　　　記念講演会」係

ご自分のご住所
お名前

何も記入
しないで
ください

〒614-8376 ご自分の〒62円
切手

入場希望

希望人数　　  ○名

）齢年（名氏

）齢年（名氏

◆入場希望者全ての
　住所・電話番号

62円
切手

ふりがな

ふりがな

生涯学習フェスティバル

参加費
無料







受講生募集 平成30年度 公民館講座一覧 (9月～11月) 講座申込受付時間は
午前9時～午後5時

※公民館へは公共交通機関をご利用ください。 ●公民館講座の受講生を募集いたします。●受講希望の方は直接各館へお申込みください。●全て先着順とさせて頂きます。●なお、都合により開講できない場合があります。

講座実施会場 講　　座　　名 講　　師 開催期間(開催日時) 参 加 費 定　員 受付期間 講　　座　　概　　要

男 山 公 民 館
☎９８１-４２０４

秋の男性料理教室 八幡市栄養士研究会
水野 菊代さん　他助手2名 10/13(土)　9:30～12:30 材料費800円 10名 9/1(土)～10/6(土) 料理の基本を学び、家庭での実践につなげるとともに、参加者同士の交流を図ります｡

クラシックギター教室(初級) akiギター教室主宰　　　
加藤 亜希さん　他助手4名

10/1・15・29・11/12(各月)
10:00～11:30

ギター貸出料
1,000円 10名 9/1(土)～9/25(火) 音の出し方や指使いを身につけ、合奏を楽しむとともに参加者同士の交流を図ります｡

料理教室
～大皿でのおもてなし料理～

八幡市栄養士研究会
井村 貴枝子さん　薗村 清美さん 11/6(火)　9:30～12:30 材料費1,000円 16名 9/25(火)～10/23(火) みんなで楽しめる大皿でのおもてなし料理。季節の食材をいかしたオードブルなどの作り方を学びます。

橋 本 公 民 館
☎ 9 8 2 - 8 5 7 2

子育て講座 子育て支援センター職員 10/4(木)　10:00～11:30 無料 0歳～就学前
親子10組 現在受付中～9/27(木) 子育て相談と遊びを通して親子で触れ合います。

そば打ち体験教室(秋講座) サークル講師
高橋 敏夫さん　他1名 10/12(金)　10:00～14:00 材料費800円 10名 9/15(土)～10/5(金) 日本古来のそばを、粉から打ち上げる体験をします。日本食の食生活を見直すとと

もに、参加者同志のふれあいを深め、地域における仲間つくりに寄与します。

貯筋運動教室 大阪教育大学特任准教授
柴田 亜樹さん　他1名 10/30(火)　14:00～16:00 無料 20名 10/3(水)～10/23(火) 毎日行いながら貯筋していく道具のいらない筋力トレーニング。筋力の衰え、つまづき、心当たりはありませ

んか？年をとっても行きたいところへ行ったり、自立した生活を送りたい方は、是非、受講してください。

手作りピザ教室 サークル講師
福山 純子さん 11/1(木)　9:30～12:30 材料費500円 12名 10/5(金)～10/25(木) 短時間で、手作りのピザをつくります。子どもに手作りのピザをおやつにしてみませんか。

山 柴 公 民 館
☎ 9 8 2 - 0 0 0 4

子育て講座～親子で遊ぼう 子育て支援センター  9/11(火)　10:30～11:30
(10時～受付) 無料 0歳～未就学児童

親子20組 現在受付中～9/4(火) リズム遊びや簡単な工作もあり、親子で楽しめます。みんなで取り組むパラバルー
ン遊びは大盛り上がりです!!

ハーバリウム体験 ハーバリウムコーディネーター
仁科 あすかさん  9/27(木)　10:30～11:30 材料費900円～ 15名 現在受付中～9/20(木) 今、流行りのハーバリウム☆先生に習い、知識を深めながら世界にひとつだけの作品を作ってみましょう。

心に残る童謡唱歌教室 少年少女合唱団　指導者  阪口 朱実さん
　　　　　　　　ピアニスト  土肥 圭以子さん

10/5･19・11/2(各金)
10:00～11:30 無料 30名 9/7(金)～9/28(金) 昔口ずさんだ懐かしい童謡や唱歌をピアノ伴奏に合わせ、参加者全員で楽しく合唱

します

クラフトバンド講座 hand made雑貨　belle～ベル～
石田 理恵さん 10/24･31(各水)　10:00～12:00 材料費900円 15名 9/26(水)～10/17(水) クラフトバンドで可愛いかごバッグ(サザエさんのお買い物かごのような)を手づくりしましょう

ちぎり絵講座 （公財）日本和紙ちぎり絵
本郷　弥香さん 11/8(木)　10:00～11:30 材料費800円 10名 10/11(木)～11/1(木) 脳トレにもなると…幅広く人気のちぎり絵をサークル講師の先生が丁寧に教えてくれます。簡単なものから挑戦しましょう

アートフラワーで
普段使いのアクセサリー作り

サークル講師
田中 まさこさん 11/15･22(各木)　10:00～11:30 材料費900円 10名 10/18(木)～11/8(木) 好評のアートフラワー講座、今年はコサージュやネックレス・・普段着に花を添える手作りのアクセサリーを作成します

志 水 公 民 館
☎ 9 8 1 - 5 8 8 0

お茶席体験教室 サークル講師
山本 房恵さん 9/20・27(木)　10:00～12:00 材料費1,500円 15名 9/1(土)～9/13(木) お茶席を体験し茶道の基礎を学びお作法を習得します。

詩吟入門 公民館サークル講師
青戸 正吉さん 11/8・22(木)　13:30～15:30 無料 15名 9/1(土)～11/1(木) 詩吟の基礎を学びます。

季節のカラダの健康法(後期) サークル講師
大黒 綾さん 11/9・16(金)　10:00～12:00 無料 15名 9/1(土)～11/2(金) 季節に合った体操(ヨガ)で自分の身体と向き合います。

秋モチーフの壁飾りを作りましょう 手作り雑貨作家
三羽 多鶴さん 11/12・19(月)　10:00～12:00 材料費1,000円 15名 9/1(土)～11/5(月) フェルトを使った、温かみのある秋らしいモチーフの壁飾りを作ります。

絵手紙で年賀状を送りましょう サークル講師
西田 永子さん 11/26・12/3(月)　10:00～12:00 材料費1,500円 15名 9/1(土)～11/19(月) 絵手紙の基礎を学び、干支の土鈴をモチーフに年賀状を送ります。

川 口
コミュニティセンター
☎ 9 8 2 - 3 3 4 4

キッズ＆ママさろん 金村 清子さん　他1名 9/13(木)　10:00～11:00 無料 8組 現在受付中～9/6(木) 身体を動かす遊びを親子で楽しみます。

あの頃あの歌 サークル講師
三宅 久美子さん

10/3・10・17・24・31(各水)
13:30～15:00 無料 20名 現在受付中～9/26(水) 子どもの頃の童謡や、青春の懐かしい歌を楽しみ、心和やかなひと時を過ごします｡

秋野菜を楽しむスムージー教室 スムージースペシャリスト　
高柳 敬子さん　他1名 10/5日(金)　14:00～15:30 材料費300円 20名 9/1(土)～

定員になり次第締切 秋野菜の効用を学びます。

ヨガ教室 高橋 弘之さん 11/10・24(各土) 10:30～11:45 無料 15名 9/1(土)～11/2(金) ヨガの基礎を学び、健康保持を図ります。

ホットプレートで作れる簡単ピザ作り 内田 順子さん　他1名 11/15(木)　9:30～11:30 材料費500円 12名 9/1(土)～
定員になり次第締切 ホットプレートを利用し、簡単に作れるピザ作りを体験します。

美 濃 山
コミュニティセンター
☎ 9 8 1 - 2 3 1 2

美姿勢ウォーキング講座 日本ウォーキングセラピスト協会
姿勢＆ウォーキングアドバイザー　松井 和代さん 10/11・18(各木)　10:00～11:30 無料 15名 9/4(火)～10/3(水)

定員になり次第締切
すべての動作の基本である｢姿勢｣。その姿勢をきれいに保ち歩くことで日常から健
康な身体にしていきます。

油彩版画教室 絵画講師、作家
田嶋 香里さん 10/24 ・31(各水)　10:00～12:00 材料費400円 15名 9/18(火)～10/16(火)

定員になり次第締切
パウル・クレーがあみ出した「油彩版画」、下図に手が触れただけでも面白い表情が出ます。偶然の良さ
と意図的な思いが１枚の作品を作ります。難しくはありませんが、初めての人はちょっとどきどきです。

川口コミニュティセンターまつり第22回

午前９時30分～午後2時
9 30月　　　日(日)

川口コミニュティセンター

〇公民館サークル活動の
　舞台発表・展示
〇オープニング
　和太鼓“和っ鼓”
〇喫茶コーナー　
〇体験教室(似顔絵)

場所

日時 内容

志水公民館サークルフェスティバル第21回

午前９時～午後３時
10 21月        日(日)

志水公民館

〇公民館サークル活動の
　舞台発表・展示
〇オープニング
　スパーキーズ(予定)
〇お茶席・喫茶コーナー場所

日時 内容午後１時～午後４時半
10 20月        日(土)展示

のみ

舞台発表
展示



日 曜 催　し　物
時　間

入場方法 主　催
開演 終演

９
月

8 土 ライフバランス講座　楽しくいけばなを! ｢IKENOBOY パフォーマンス｣ 14:00 15:30 事前申込要 八幡市立生涯学習センター

16 日 男山Ａ地区　敬老のつどい 11:00 14:00 関係者 男山A地区自治会

22 土
くすのき地区自主防災隊「防災講座」 10:00 11:45 自由 八幡市防災安全課

くすのき地区自主防災隊

歌ってスマイルスペシャル 14:00 16:00 前売り800円
当日1,000円 歌ってスマイル

23 日祝 ピアノはっぴょうかい 13:30 16:00 自由 森　真理子

24 月振 西日本歌謡選手権in京都 10:30 17:00 自由 新日本歌謡連盟

26 水 高齢者大学④　｢交通安全教室｣ 13:30 15:00 60歳以上の
八幡市民 八幡市立生涯学習センター

29 土 合唱団パレット　ジョイフルコンサート 17:30 19:00
（予定） チケット要 500円 合唱団パレット　石田

☎075-981-5260

30 日 吉井松里　敬老のつどい 10:00 12:00 関係者 吉井松里町内会

10
月

8 月祝 第17回折りづるカラオケサークル“もういい会”発表会  9:30 17:30 自由 折りづるカラオケ発表会実行委員会
☎075-983-0473

13 土 ステップアップ男女共生講座　映画上映会 13:30 15:30 事前申込要
八幡市立生涯学習センター

20 土 市民公開講座 14:00 16:00 当日受付

21 日 男山金振町内会敬老のつどい 10:00 12:00 関係者 男山金振町内会

27 土 高齢者大学⑤　講演会オープン講座 13:30 15:00 事前申込要 八幡市立生涯学習センター

28 日 ECC　ジュニアハロウィン発表会 14:00 16:30 自由 ECCジュニア
090-2018-0720

11
月

3 土祝 ピアノエレクトーン発表会 13:00 19:00 無料 遊佐　美枝
佐々木　里香

4 日 ピアノ発表会 13:30 16:00 関係者 栗井　智美

11 日 フルート・オカリナ発表会 13:30 16:30 自由 浅野　美和子

17 土 生涯学習フェスティバル　わくわくステージ 10:30
（予定）

16:00
（予定） 自由

八幡市立生涯学習センター
18 日 生涯学習フェスティバル　記念講演会 13:30 16:00

（予定） 整理券要

23 金祝 狂言へのいざない 14:00 16:00 チケット要

24 土 国際問題セミナー 13:30 15:00 事前申込要





プロフィール
1951年岡山市生まれ。74年東京大学法学部卒業、自治省に入省。能代税務署長、自治大臣秘書官、自治省国際交流企画
官、鳥取県総務部長、自治省固定資産税課長などを経て、99年鳥取県知事（２期)。07年4月慶應義塾大学教授。10年9月
から11年9月まで総務大臣。同月慶應義塾大学に復職。17年4月早稲田大学公共経営大学院教授。併せて、鳥取大学客員
教授、日本郵船株式会社社外取締役、「デジタル文化財創出機構」理事、「日本司法支援センター（法テラス)」顧問、「角川
文化振興財団・城山三郎賞」選考委員、「活字文化推進会議」委員などを務める。主要著書に「地方自治と図書館」「民主主
義を立て直す 日本を診る2｣「片山善博の自治体自立塾｣「日本を診る」「『自治』をつくる」(共著)などがある。テレビ出演は、
「時事放談｣（TBS)、「プライムニュース｣（フジテレビ)、「深層NEWS」(BS日本テレビ）など多数。

早稲田大学公共経営大学院教授

「政治の課題と関西の視点」

2018イヤーエンドレクチャー

日時 12月 8日㈯ 午後2時～3時30分
会場 八幡市立生涯学習センター ふれあいホール

が語る片山善博さん

申込み 八幡市立生涯学習センター ☎ 983-6002

参加費
無料

定員 250名（先着順）




