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【申込期間カレンダー】

※3月9日～12 日
…特別館内整理期間

赤文字は休館日です

ステンド
グラス
教室

※※ご利用者の皆様へ【お願い】※※
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。 ※

※館内で気分が悪くなられた場合は、スタッフに遠慮なくお声掛けください。
※総合カウンターに飛沫対策スクリーンを設置しております。
　また、スタッフはマスク着用の上、対応させていただきます。

初めてのパン・お菓子 古典文学講座

美文字
定期講座

中高年から始めるらくらくピアノ 遊んで学ぼう理科実験教室

ポーセ
ラーツ
教室
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【生徒から】とても楽しく、始めて良かったな
と思っています。他の人の演奏が聴けるのも楽
しみです。発表会がはりあいになる。個人に合
わせて先生が指導くださる。グランドピアノを
弾かせてもらえて最高です。先生の御指導が分
かりやすく初心者の気持ちを的確に分かってく
ださるので頑張って続けられそうです。

【生徒から】オンリーワンの食器を楽しく
作っています。好きな物を作る事が出来、
プレゼントにも喜ばれています。
楽しくさせて頂いています。
思い思いの作品を自由に作る事ができる。

玉野市立図書館
・中央公民館
TEL  0863-31-3711
フェイスブック、インスタグラムも
随時更新！是非チェックしてね！

　　↑QRコードを読み込み、または
【玉野市立図書館・中央公民館】で検索してね！

フェイスブック インスタグラム

定期講座生 発表の場

生涯一つでも良い趣味を
持ってすごしたいあなたに。
身近にある野菜や花、風景を写生して、水と墨と色彩の
調和を楽しみます。 句作の基礎を学習して、句会を

とおして創作の喜びを味わいます。

火曜日 9:30 ～ 11:30　実習室　講師：髙津  玉峰 火曜日 12:30 ～ 15:30　研修室①②　講師：十河  朴風 火曜日 17:30 ～ 19:30　実習室　講師：多賀  栄一 水曜日 9:30 ～ 11:30　研修室①②他　講師：岡林  師葉 水曜日  ①10:00 ～ 12:00 ②13:30～15:30  多目的室（大）
 講師：佐藤  綾子

木曜日　10:00 ～ 12:00　研修室④   講師：安井  由美子

【生徒から】先生が丁寧に教えてくださいます。自分の描きたいもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も描くことが出来、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継続して参加で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きるのでしっかり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と学ぶことができ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。

古典文学に親しみ初歩から
学んでいきましょう。
今年度は『徒然草』を読んでいきます。

木曜日 13:30 ～ 16:00　研修室①②　講師：藤原  斌

【生徒から】教えていただくこと
で古典のおもしろさを知りました。
もう少し若い時に知っておけば
良かったです。内容がわかりや
すく、古典の世界が身近にあるよ
うに感じます。
講師の話がおもしろい。

美味しいパンを作ってみよう♪
パン生地の成形から、仕上げまでの基本を指導します。

※アーティフィシャルフラワーとは、生花をリアルに再現した人工的な花のことです。

土曜日 9:30 ～ 13:30　料理実習室　講師：山根  康子
助手：中西  由美

気持ち良い呼吸をゆっ
くりとくり返し、心を
落ち着かせましょう。

呼吸の流れに合わせゆっくり
と動くことにより心と体の
バランスをとりましょう。

木曜日 19:15 ～ 20:30　和室　講師：星加  香代子 金曜日 10:00 ～ 11:15　和室　講師：星加  香代子

【生徒から】講師の先生がすばらしく自然
にやる気が起きてきます。
自分以外の方の考え方がわかり楽しい。
受講日までの日々の楽しみが出来て生活の
ハリ、リズムが生まれて良いです。老いて
も充分講座を楽しむ事ができる。老人のぼけ防止に良い。

詳しい内容や日程は別紙【定期講座ガイド】をご覧ください。
※『オカリーナ入門』は令和３年度休講いたします。   ※新型コロナウイルス感染症対策のため、場所を変更している講座もあります。

墨と筆で文字をしたため、
自分の心に向き
合ってみませんか。
毛筆細字がなの基礎と金封
慶弔用語・年賀・手紙など
実用の書を楽しく学習します。

ペン・筆ペンを用いて、かな、漢字の形の組み立て方、
文字のつづけ方、実用文の書き方を基本から指導します。

【生徒から】基礎から学ばせてもらって勉強になります。気軽に
参加出来る。自分のペースで出来て圧迫感がない。しらない漢字や
行書、草書の書き方など教えて頂きたいへん勉強になります。
師葉先生の発する言葉が笑いを呼びとても和やかでよいです。

指番号を見ながら鍵盤を押す
だけで、始めたその日から曲
が弾けます。

アレンジ伴奏、ペダルの踏み方
等のテクニックを磨き曲の表現
力を高めさらに素敵な演奏に！

ピアノは初めてという
超初心者向け講座

①を受講された方の
ステップアップ講座

文法や語彙などを気にせず、恥ずかしがらずに、
楽しく英語で話します。

英会話に少し馴染んだ人を対象にリーディング・
ヒアリングをまじえて楽しく学習します。

読む、聞く、話す技能をさらに高めます。

転写紙を貼るだ
けで素敵な作品
が出来上がり、
気軽に始められ
る奥が深いアー
トです。

真っ白な磁器にシール感覚で使える転写紙、上絵の具、金
彩などを使って自由に絵付けをします。作って楽しく、使っ
て嬉しく、贈って喜ばれます。

【生徒から】心も体もリラックスできます。
無理なく自分のペースで出来るのが良く、
気負わずにリラックスしてのぞめます。
夜にピッタリな曲に合わせて楽しむことがで
き、夜ぐっすり眠ることができます。
リラックスでき充実した時間になっています。

【生徒から】先生のお話、声かけが素晴らしく毎回体を
動かすのが楽しみです。元気をいただいています。
一回ごとの内容が充実しているので満足しています。
先生の人柄が良く癒されます。定期的にストレッチ、
リラックス出来る時間が持てるので続けていきたい。
身体を動かすことがあまりないので気持ちよい汗をか
けるので楽しみにしています。

知識と技術を共に習得 ! !
金曜日 9:30 ～ 12:00　研修室①②　講師：花房   鈴扇

【生徒から】講師のレベルが高い。
字を書くことに集中する、普段無
い時間を過ごさせていただいてお
ります。講師の先生が魅力があり
しっかり教えてくださりやりがい
があります。講師による添削もあ
り、充実している。発表展示会の
機会があるのも良い。

【生徒から】皆で歌えて楽しい、大きな声を出せる、上手・下手を言わ
れないのでよい。先生の教え
方、歌声、最高です。講師の
魅力もさることながら、時間
があっという間に過ぎ本当に
楽しい講座です。歌もですが
ピアノ伴奏がすばらしいです。
受講日がいつも楽しみです。

まず創る
楽しさを
味わって
みましょう。

しっかり声を出して、いきいき、元気に！

金曜日 9:30 ～ 11:30　実習室　講師：須藤  茂幸 金曜日 10:00 ～ 11:30　多目的室（大）
講師：長尾  節子、森分  真由

【生徒から】友人の誘いで受講し始め、自分の作りたいものを作
らせてもらっています。先生に手助けしていただけて満足です。
すごく楽しかったので、また参加したいです。

備前の土を使い、手びねりとロクロで干支などを
成形します。

初めての方でも経験ある方でも楽譜が読めなくても
楽しく歌えるよう指導します。

土曜日　入門 13:20 ～ 14:20　初級 14:30 ～ 15:30
中級  15:40 ～ 16:40 多目的室（大）　講師：デール クラドック

【生徒から】（入門）日頃外国の方とお話しすることがないので、　
この場で慣らすことができるところが良いです。
（初級）英語の勉強をしてみようかなと参加させていただきました。
英語に興味がある方たちが集まっていらして楽しんでおります。
（中級）ネイティブスピーカーならではの生きた情報が得られるの
が嬉しい。世界のいろいろな事を勉強できて楽しい。
先生が明るく楽しい方です。

【生徒から】パンが焼き上がったらスープ
を作って試食するのが楽しいし持ち帰り
のパンが有るのでうれしいです。
とても楽しい講座です。気軽に参加させ
ていただいていま
す。いつか自分で
も気軽にパンを焼
けるようになりた
いです。

四季のアレンジ
メントを楽しみ
ましょう！

土曜日 10:00 ～ 11:30　研修室④　講師：長谷川  冴子

【生徒から】生の花でないので長い間楽しめる事
が出来ます。アレンジもいろいろな手法があっ
ておもしろいです。
基本の形に各自のセンス・個性が反映されてい
くので自分のセンスに自信がなくても楽しく学
べました。先生も優しく教えてくださるので毎
月楽しみにしています。

小さなアクセサリーからステンドグラスランプまで
土曜日 10:00 ～ 11:30　実習室　講師：曲  みつよ

【生徒から】楽しく学べる。自分の作りたい作品を先生が考えて
くれて完成させる事が出来るのが楽しいです。
自分の作りたいものに合わせて作らせてもらえる。

【生徒から】勉強になった。楽し
かったのでまた行きたい。
参加してよかった。いろいろな
ことが知れてよかった。

あなたの作りたいものを形に
する講座です。

科学の楽しさを
実験を通して学ん
でいきましょう。

日曜日 10:00 ～ 12:00　実習室　講師：藤田  学
小・中学生のための実験・工作講座です。

なんでもお気軽に
お問い合わせ
ください！

定期講座で１年間学習した成果を発表します！
定期講座生作品展
毎年２月頃作品を発表します。( 約 1 週間 )

講座生もお客様もみんなで一緒に楽しく歌います。

受講生の晴れ舞台。ご家族やお友達などを
お呼びしてピアノを披露します。

【参加講座】墨彩画、俳句、絵画教室、書道（か
な・実用）ポーセラーツ教室、美文字定期講座、
陶芸教室、ステンドグラス教室

場所：ギャラリー

『歌えば楽し！いきいき童謡・唱歌』発表会

『中高年から始める
らくらくピアノ』コンサート

毎年２月頃　場所：メルカセントラルコート

毎年２～ 3月頃
場所：多目的室（大）

日本語、
リズムの
美しさを
知って
欲しい。

人の絵を観るのも楽しいが
自分で描くのは100倍楽しい。
スケッチ、水彩画、油絵を初歩から指導します。

【生徒から】内容は充実している
と思う。継続できるので、身に
つきやすいです。同じ講座に参
加している皆さんのレベルが高
く、描き方を見るだけでも学べ
る。技術を教え合い、上達して
いける。
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