実践講座終了後、実際に講座を企画・運営していただ
きます。

運営講座

第８回 ７月22日㈯ 成果発表会（運営講座案の発表）

※養成講座を受講された方には、修了証が発行されます（運営講
座の企画から終了までを含む）。
※生涯学習コーディネーター会との協働で開催する講座です。

市内の歴史・自然な
どの地域理解と解説
方法（現地学習）

市民解説員
●

坂上洋之さん
翠川好道さん

６月19日、７月24日、８月21

日は午後１時〜４時）

※日時・内容は、変更になる場合があります。

▽申込み方法 ４月 日㈮まで
に、はがきに、郵便番号、住
所、氏名、電話番号、受講科
目を記入の上、送付してくだ
さい。
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵〒１９７ー０８１４ 二宮
６８３、
☎５５９・１２２１︶

伝統産業 日の月曜日、９月27日の水曜日 市内に受け継がれて
（１単位） 午後２時〜４時30分（９月27 いる伝統産業

（以下は広告枠です）

▽内容 本展覧会では、主に室
町時代から近代まで、﹁茶の
湯﹂の美術の変遷が展示され
ます。講演会では、﹁茶の
湯﹂をテ︱マに日本、朝鮮、
中国の焼き物を学びます。
▽講師 依田徹さん［︵公財︶
遠山記念館学芸員］
▽対象 市内在住・在勤の方
▽定員 １２０人︵申込み順︶
▽費用 無料
▽共催 日本放送協会
▽その他 講演会に出席された
方には、特別展﹁茶の湯﹂
︵４月 日㈫〜６月４日㈰東
京国立博物館で開催︶の招待
券を１人１枚差し上げます。
▽申込み方法 ４月３日㈪から
電話か直接窓口で申し込んで
ください。
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶

７月９日、８月６日、９月24日、

▽対象 市内在住の方
▽費用 １科目１５００円
▽その他
● 科目を受講します︵すでに
単位を取得した科目は受講で
きません︶。
単位を取得した方が市民解
説員の対象となります。

５月15日、６月５日、７月３日、 市内の優れた人物の
心豊かな生き方と業
績

坂上洋之さん
溝口重郎さん
人物伝Ⅰ
８月７日の月曜日
（１単位） 午後２時〜４時30分

舘野孝さん

考古学の始まり

考古学Ⅰ ６月14日、７月12日、８月16
日、９月13日の水曜日
（１単位） 午後２時〜４時30分

青谷知己さん

５月17日、６月７日、11月８
地域
めぐりⅠ 日、12月６日の水曜日
（１単位） 午前９時〜午後０時30分

あきる野の自然、地
形、地質など
午前９時〜午後３時（７月９日
は午後１時〜４時）

加藤哲さん

中世史 ７月１日、８月５日、９月２日、
10月14日、11月18日の土曜日 あきる野の中世
（１単位） 午後２時〜４時30分

14

時
日

○一歩会展
● 展示内容…油絵、水彩、パステル、水墨
● 期間…４月12日㈬〜16日㈰
● 時間…午前10時〜午後５時（12日は正午から、16
日は午後４時まで）
● 主催…一歩会
○生き生き人生発表展示会
● 展示内容…手芸、絵、写真、書などの展示
● 期間…４月22日㈯・23日㈰
● 時間…22日は午後１時30分〜４時30分、23日は午
前10時〜午後４時
● 主催…年金者組合秋川支部
○あきる野風景スケッチ展
● 展示内容…あきる野四季の風景（水彩）
● 期間…４月26日㈬〜30日㈰
● 時間…午前10時30分〜午後４時30分（26日は正午
から、30日は午後３時まで）
● 主催…秋川美術協会
自然史Ⅰ 10月22日の日曜日（８月〜10
（１単位） 月は現地学習）

内

容

講

師

４月の市民ギャラリー（中央公民館）
「市民カレッジ入門講座」の内容

↓荷田子バス停↓龍珠院↓神
明社↓二反坂↓徳雲院︵座
禅︶↓瀬音の湯︵解散︶︵約
メー
８キロ ト
、バス移動を含む︶
ル
●定員…
人︵申込み順︶
●持ち物など…飲み物、雨具、
筆記用具、歩きやすい服装・
靴など
▽対象 市内在住・在勤の方
▽申込み方法 ４月３日㈪から
電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 中央公民館
︵☎５５９・１２２１︶

第７回 ７月５日㈬

生涯学習推進事業
市民解説員養成
﹁市民カレッジ入門講座﹂
受講者募集

市民解説員は、﹁市民カレッ
ジ入門講座﹂を受講し、習得し
た知識・技術を多くの方に伝え
るボランティアです。
新たに市民解説員として、活
躍していただける方を募集しま
す。
市民カレッジ入門講座では、
自然系、人文系の講座 科目を
２年間学習します。
※最短２年で、資格が取得でき
ます。
▽日時・内容など 別表のとお
り
▽場所 中央公民館など
▽定員 各 人︵抽選︶
12

特別展﹁茶の湯﹂関連
文化講演会

実践講座

11

15

15

グループ討議（運営講座の討議）

30

第６回 ６月22日㈭ グループ討議（運営講座の提案）

▽日時 ４月６日㈭ 午後１時
分︵１時開場︶
▽場所 中央公民館

第５回 ６月14日㈬ 学びを地域に還元する、12期生
との交流

10

20

第１回 ５月10日㈬ あきる野市の生涯学習

20

10

講座の企画と運営、情報の収集
と発信
第４回 ６月７日㈬

内

日

期

回

目

40

第３回 ５月24日㈬ 生涯学習コーディネーターの
役割と機能

春植物と文化財そして大地の
あきる野総合スポーツ
こと〜︵１日コース︶
クラブ﹁アスポルト﹂
●日時…４月
日㈭ 午前 時
ボッチャ教室
〜午後３時︵予定︶
ボッチャは、リオデジャネイ ※雨天中止
●集合場所・時間…武蔵増戸駅
ロパラリンピックで日本代表が
午前 時︵厳守︶
銀メダルを獲得した競技です。
●コース…武蔵増戸駅↓網代橋
運動量は少ないですが、コント
↓貴志嶋神社↓弁天山︵昼
ロールの良さと戦術眼を必要と
食︶↓弁天洞窟↓貴志嶋神社
する奥の深いスポーツです。障
↓天王沢↓網代会館↓網代橋
がいの有無を問わず、どなたで
↓武蔵増戸駅︵解散︶︵約５
も参加できます。
メー
キロ ト
、山道あり︶
▽日時 ４月〜平成 年３月の
ル
●定員…
人︵申込み順︶
毎月最終火曜日 午前 時〜
●持ち物など…弁当、飲み物、
午後１時
雨具、筆記用具、歩きやすい
▽場所 秋川体育館
服装・靴など
▽持ち物 上履き、飲み物
▽費用 １回５００円︵初回の ②﹁おらがまちの自慢の彩り、
乙津花の里を訪ねる﹂〜春で
み別途保険料千円︶
す！桜と古刹と座禅の体験〜
※参加の都度お支払いください。
︵半日コース︶
▽申込み・問合せ アスポルト
●日時…４月
日㈫ 午前９時
［︵一社︶あきる野総合スポ
〜午後０時 分︵予定︶
ーツクラブ、☎５９５・５１
※雨天の場合は、４月 日㈭
９０］
●集 合 場 所 ・ 時 間 … 武 蔵 五 日
市民解説員が
市駅 午前８時 分︵厳守︶
案内する市内探訪
※９時の路線バスを利用します。
●コース…武蔵五日市駅︵バス︶

10

13

30 18

第２回 ５月18日㈭ 生涯学習とは？
基礎講座

科

容

11

①﹁弁天山を歩いて春探し﹂〜

15

生涯学習コーディネーター
養成講座

表

別表
12

12

養成講座内容

30

講座では、生涯学習の基礎知
識や、講座の企画・運営のノウ
ハウとスキルを学びます。講座
を修了された方は、﹁生涯学習
コーディネーターの会﹂で活動
できます。
▽期日・内容 表のとおり
▽時間 午後７時〜９時
※第８回は午前 時〜正午
▽場所 あきる野ルピア
▽講師 瀬沼克彰さん︵桜美林
大学名誉教授︶、有馬廣實さ
ん︵拓殖大学教授︶、あきる
野市生涯学習コーディネータ
ーの会ほか
▽対象 市民の生涯学習活動推
進に関心のある方
人
▽定員
▽費用 無料
▽主催 市教育委員会
︶
▽申込み・問合せ 生涯学習推
▽企画・運営 あきる野市生涯
main.jp/index.html
進課生涯学習係︵直通５５８
学 習 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 会 ▽申込み方法 ５月２日㈫まで
に電話で申し込んでください。
・２４３８︶
︵
http://a-coordinator.
HP

（８）
平成29年（2017年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

