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平成31年度 生涯学習開講式記念講演会開催!

京都産業大学
准教授 久

く

禮
れ

 旦
あ さ

雄
お

さんきたる!
テーマ「皇室と日本文化―即位礼・大嘗祭を中心に」

平成31年度生涯学習開講式

手作り市 ＆リユース市開催！手作りが大好きな方、また家に
眠っている不用品などを販売しませんか。

手作り市・リユー
ス

出店者大募集
！

◆出 店 日	5月11日（土）・12日（日）午前10時～午後3時（予定）
◆採用店数	 15店（1日）
◆出 店 料	 無料（�1ブース2ｍ×2ｍ、1団体1ブースまで両日とも申込み可）
� ※椅子や机など備品の貸出はありません。
◆開催会場	 八幡市立生涯学習センター	建物周辺（場所は事前抽選）
◆決定通知	 4月中旬頃決定者に通知
◆申 込 み	 所定の用紙に記入の上、八幡市立生涯学習センターへ提出
� ※雨天中止　※申込み多数の場合は、抽選

応募条件
◦手作り市の場合、
　応募される方が製作者または出品者であること
◦仕入品・委託販売は不可
◦�食品・コピー商品・危険物・携帯電話・業者出店不可
◦�リユース品は、利用可能なもの、洗濯をしたもの
にしてください

締切 3月31日（日）

◆問合せ　生涯学習センター　☎983ー6002

生涯学習
開講式記念事業

所功先生とともに研究を
重ねられてきた期待の
若手准教授!

2019年 Jazzライブ
〜色褪せないJazzの魅力〜ジャズコンサート

※�1月号に掲載しました所功先生の講演会は、先生のやむを得ぬ事情により、急遽講師を変更することとなりました。当日の講師には、
所先生からご紹介頂きました、久禮旦雄先生をお迎えし、ご講演頂くことになりましたので、ご案内申しあげます。ご参加申込み予定
の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申しあげるとともに、何卒事情をご賢察の上、ご参加賜りますよう、よろしくお
願い申しあげます。

5月12日（日）午後2時～開演日　時

5月11日（土）午後１時30分開演日　時

内藤大輔カルテット出　演

八幡市立生涯学習センター ふれあいホール会　場

八幡市立生涯学習センター ふれあいホール会　場

250名（チケット要）定　員

250名（先着、入場無料）定　員

窓口または電話にて好評受付中申込み

【前売】1名 500円、ペア券900円
【当日】700円（当日、ペア券はありません）

入場料

八幡市立生涯学習センター ☎075-983-6002問合せ

八幡市出身若手サクスホーン奏者、内藤大輔カルテットの
魅惑の演奏を是非お楽しみください！

小学生以下
無料

※�チケットは4月2日（火）より、八幡市文化センター・八幡市立生涯学習センターで発売（前売が完売した場合、当日券はありません）

光岡��尚樹（b）

永田��有吾（pf）

内藤��大輔（Sax）

Isa�Jamming（Vo）イサ・ジャミン



平成30年度 八幡市立生涯学習センターの事業報告

自分を支える心の技法
〜心は一瞬にして変わる〜
ご自身の臨床経験から人のた
めに時間を使い、常に心をき
れいに出会う人の幸せを祈る
ことが自身の心を支えること
につながると楽しく講演。

国際日本文化研究センター
教授、城南宮宮司、三重大学、
立命館大学、佛教大学の各大
学教授を招いての講座に多く
の受講生が歴史について学習
しました。

これからの日本経済の
展望について
日本の金融経済、くらしについ
てユーモアを交えながら、楽
しく且つ明解な語り口調で解
説されました。

ジャグリング＆マジックショー
では、体験もでき、歓声が上が
っていました。魔法つかいのお
とぎばなし（影絵）は参加者
が一緒に舞台に立ち、体験を
し、親子で楽しい時間を過ご
しました。

理科実験では、水の大切さを
学び、実際に“擬集沈殿”や“活
性炭処理”など実験し、学習し
た。ものづくり教室では、色が
布につく仕組みなど、特殊なク
レヨンを使用して、楽しくオリジ
ナルバック作製しました。

内藤大輔カルテットのジャズ
の演奏に会場はうっとり！
Isa Jammingのソウルフルで
パワフルな歌声に会場は拍手
喝采でした。

神仏分離と石清水八幡宮や御
花畑の講演、元気ワクワク体
操、クリスマスコンサートの音
楽鑑賞など、多岐にわたる講
座に多くの方の参加をいただ
きました。

漫画を描く技法についての説
明や実習を行ってから、実際
にストーリー漫画を作成しま
した。参加者は熱心に楽しい
漫画を楽しく学びました。

字幕、副音声をつけた映画「し
ゃぼん玉」を上映。また、演奏
会では、チェロ・フルート・ピアノ
の演奏で心が癒され、楽しいひ
とときになりました。

開館20周年記念
 IKENOBOBYS
パフォーマンス
音楽にあわせていけこみパフ
ォーマンスや、いけ花体験をと
おし、いけ花の歴史や極意な
どを楽しく学習しました。

★平成30年度生涯学習開講式　5/19（土）
精神科医 名越康文さん 記念講演会開催

★いにしえを学ぶ　歴史余話
5/26・6/2・9・16・23（土・全5回）

★京都金融経済セミナー　7/7（土）
ジャーナリスト 長谷川幸洋さん 講演会

★子どもお楽しみ劇場
「ジャグリング＆マジックショー」　8/5（日）
「魔法つかいのおとぎばなし」　 12/2（日）

★技術士による ふしぎ発見！
子ども理科実験＆ものづくり教室　8/18（土）

★生涯学習開講式記念事業 ジャズコンサート　5/20（日）
2018年Jazzライブ〜エンターテイメントJAZZ〜

★高齢者大学
5/30（水）〜2/16（土）（8回講座）

★夏休み子どもマンガ教室　8/9(木)
「マンガを描こう」

★障がい者学習支援事業
映画 8/28（火）・演奏会1/19（土）

★ライフバランス講座
9/8（土）

平成30年度も様々な事業を通じて、たくさんの方と触れ合うことができました。
ご参加、ご協力いただきました皆さまに厚く御礼を申し上げます。
学ぶココロを大切に、今後も皆さまの“学び”を応援していきます。



【次年度事業】

いにしえを
学ぶ

歴史余話

国際問題セミナー…………………………
「明治維新150年を
文明論的観点から考える」

好評受付中!

《プロフィール》 
日本の評論家。防衛庁のキャリア
出身。1971年東京大学法学部
卒業。経営学修士（MBA）及び政
治学修士（いずれもスタンフォード
大学）  1971年防衛庁入庁。

講　師 太田 述正 さん評論家
元防衛官房審議官

のぶ　 まさ

定　員 150名（先着順） 参加費 無料
会　場 八幡市立生涯学習センタ－ ふれあいホール

日　時
※いずれも午後1時30分～3時（連続3回講座）
〔第3回〕3 23月 日（土） 連続3回講座

いよいよ最終
日！

申込み・問合せ：生涯学習センター  ☎075-983-6002

 人生が変わる言葉の力、
書の力
書道家　武田双雲さん記念
講演会、手作り市、わくわくス
テージの開催。様々な体験イ
ベントに多くの親子が参加し、
楽しい2日間となりました。

政治の課題と関西の視点
地方自治のあり方、地方創成、
財政の健全化、関西から国を
みる視点など、課題と展望を
知事や総務省時代のご経験か
ら詳しく解説されました。

生涯学習のあり方
〜心豊かに生きる方法〜
多様なツールを駆使し、人 と々
の絆を作り、新しい社会を作
るコーディネーターに! と講演
されました。

毎年恒例の八木先生の講演は、
演目の説明や狂言の説明。初
演の「悪太郎」を公演され、迫
力ある演技に会場からは笑い
と拍手喝采。体験コーナーでは、
面をかぶって歩き、視野が狭く
演者の大変さを体験しました。

はじめてのクッキング・Fab 
Music.～親子で英語ミュージ
ック～・冬の病気・シルクタッ
セルのネックレス作りの講座
に参加し、交流を深めました。

★第27回生涯学習フェスティバル　11/17〜18（土・日）
書道家　武田双雲さん記念講演会

★2018イヤーエンドレクチャー　12/8（土）
早稲田大学公共経営大学院教授　片山善博さん講演会

★開館20周年記念講演会　1/20（日）
京都産業大学法学部教授　山田啓二さん講演会

★狂言へのいざない　11/23（金・祝）
千本ゑんま堂大念佛狂言保存会 八木透さん

★子育て支援事業　親育ち・子育ち
5/24（木）・6/8（金）・13（水）・11/30（金）・12/7（金）

そのほかの30年度の実施講座
●ステップアップ男女共生講座	 10/13（土)	
●国際問題セミナー	 11/24・31年1/26・3/23（土)	
●日本漢字能力検定	 1/12（土)	

八幡生涯学習ボランティア会事業
●京都ぶらり	 5/7（月)・7/23（月)・10/31（水)・31年1/10（木)	
●冷麺を作ってみよう	 8/1（水)	
●お正月飾りの折鶴を作りましょう	 12/5（水)	他

開館20周年記念誌完成!
開館20周年を記念し、記念誌が完成しました。
開講式、フェスティバルの講演会講師を中心に、これまでを振
り返りながら明日への道しるべとし、また心新たに生涯学習推
進へ向けて取り組んでまいります。
どうぞ、今後とも市民の皆さまのご理解、ご協力をよろしくお
願い申しあげます。

八幡市立生涯学習センター開館 周年 記念誌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※写真は、平成 年度事業より編集 八幡市・八幡市教育委員会・八幡市立生涯学習センター

◦「明治維新と天皇と京都」
◦「禁門の変と
� 畿内諸藩の軍役」
◦「江戸時代初期の忍術」
◦「慶喜と京都」
◦「�祇園祭
―1150年のときを超えて」

（連続5回講座）

※申込みの詳細はセンターだより5月号にて

予告

5月25日

6月 1 日・ 8 日

　　　15日・22日
（各土）午後1時30分～3時

日	時

（記念誌はセンター及び各公民館、コミュニティセンターで閲覧ができます。
希望者には手刷りの冊子を生涯学習センターで進呈致します。）



「和みヨガ（春・夏）」「スマホ安心・安全教室」「身体のゆがみを自分で治す」「そ
ば打ち体験（春・秋）」「知らないと損する老後の生活設計と相続の話」「身体に優し
い健康体操」「昆虫教室」「電気エネルギーと風車づくり」「子ども料理教室」「親子
体操教室」「子育て講座」「手作りピザ教室」「お菓子作り教室」「生花アレンジ」

平成30年度実施事業

橋本公民館 ☎982－8572

「俳句を作ってみませんか」「茶道教室」「フラワーアレンジメント教
室①寄せ植え」「子ども科学教室・電気式糸電話」「フォトガラスアート☆
《アート体験》講座」「おなか元気教室」「子育て講座～親子で遊ぼう」
「ハーバリウム体験」「心に残る童謡唱歌教室」「クラフトバンド講座」
「ちぎり絵講座」「アートフラワーで普段使いのアクセサリー作り」「歴
史講座」「フラワーアレンジメント教室②リース作り」「稲わらでしめ縄
かざり作り」「みんなで人形劇を楽しもう」

平成30年度実施事業

「ロコモチャレンジ教室」「お茶席体験教室」「夏休み工作教室」
「季節のカラダの健康法教室(前期・後期)」「子どもクリスマス工作
教室」「秋モチーフの壁飾りを作りましょう教室」「トラベル英会話教
室」「ペパニカ教室」「心身体操教室」「詩吟入門教室」

平成30年度実施事業「親子ヨガ」「脳活性チャレンジ教室（２回）」「夏の男性料理教室」「ファ
ミリーコンサート」「親子クッキング」「夏の工作～親子でキーホルダー作り
～」「～健康寿命をのばす～ロコモ体操（２回）」「秋の男性料理教室」「料
理教室～大皿でのおもてなし料理～」「クラシックギター教室初級（４回）」
「自分のお金は自分で守る！～老後の生活を守るために～」「生け花教室」

平成30年度実施事業

「美味しいお茶を味わおう～八幡のお茶を体験しよう」「シニア３B体操」
「シニア対象スマホ教室」「夏休み子ども卓球教室」「夏休み子ども尺八教室」
「夏の親子理科実験教室～自分の遺伝子(DNA)を見てみよう～」「夏休み子
どもエコ布ぞうり教室」「エネルギー環境教育～光るペットボトル風車を作ろ
う～」「トールペイント～トレイ～」「美姿勢ウォーキング講座」「油彩版画教
室」「お正月の寄せ植え教室」「石鹸カービング教室」「新春お茶会＆人形劇」

平成30年度実施事業

「春の寄せ植え教室」「春・夏・秋のスムージー教室」「リンパマッサー
ジ」「キッズ＆ママさろん」「体調改善運動教室」「夏休みもの作り教室」
「あの頃あの歌」「ヨガ教室」「簡単ピザ作り」「布の干支作り」「お正月
の花アレンジメント」「大人の食育教室」「脳活性チャレンジ教室」

平成30年度実施事業

男山公民館 ☎981－4204 志水公民館 ☎981－5880

川口コミュニティセンター ☎982－3344

山柴公民館 ☎982－0004

美濃山コミュニティセンター ☎981－2312

楽しい催し物がいっぱい！
多くの皆さまのご来館をお待ちしております。

展示発表 日 時  4月13日（土）
 午後1時～4時
展示発表
舞台発表 日 時  4月14日（日）

 午前10時～午後3時30分

広がり見せる出会いの場 公民館・コミュニティセンター 新しい出会い見つけよう 平成30年度もたくさんの講座で
ふれあいました！

社会情勢の変化や生涯学習社会の進展により、地域の学習と交流の拠点
として重要な役割を担っている公民館として、今年度も様々な講座を開講
しました。子どもの居場所づくりや体験活動の支援として、「親子ヨガ」「親
子クッキング」「親子でキーホルダー作り」などを開講し、親子でふれ合いな
がら楽しいひとときを過ごしていただき、また、家庭教育・家庭生活支援とし
て、「料理教室」「クラシックギター教室」「生け花教室」などを開講し、楽し
く学ぶとともに受講者同士の交流を深めていただきました。また、夏の恒例
イベント「ファミリーコンサート」にはたくさんの地域の皆さまにお越しいた
だき、オカリナとオーケストラの本格的な演奏を楽しんでいただきました。
次年度も多くの皆さまに楽しく参加していただける講座を企画し、魅力

ある学習・交流の場としてより一層親しまれる公民館となりますよう努めて
まいります。

平成３０年度は「心身体操教室」・「詩吟入門教室」を再び開講
しました。また、季節のカラダの健康法・トラベル英会話など引き
続いての人気講座を開講し、どの講座も好評で多数のご参加をい
ただきました。次年度の講座開設にあたっては人気講座を継続し
ながらも、環境・子育て・健康をテーマに講座を企画し、開講を予
定しております。サークル活動団体は29団体の方々が活動されて
います。
今年度で21回を迎えた志水公民館サークルフェスティバルでは

多くの方にご来場いただきました。次年度も地域の皆さまの交流
拠点としてご利用いただける館づくりをめざして職員一同努力し
てまいりますので、市民の皆さまのご利用ご来館をお待ちしてい
ます。

平成30年度は、親子で集える子育て支援や夏休み期間を利用した子ども向
けの講座計画を進め、好評を得る16講座になりました。講師の先生方には資
料の提供や言葉がけなど、受講者の気持ちに寄り添ったご指導をいただき、受
講者のアンケートからは達成感や満足感が読みとれ“来年も受講したい”“こ
の講座を続けて欲しい”という多くのお声を拝聴することができました。
昨年は災害が多く、講座中止やまつり実行委員会の延期、最終的には、『第

22回川口コミセンまつり』を中止せざるを得なくなり、サークル関係者の皆さ
まだけでなく、協力支援をいただいている多くの方々にご迷惑やご心配をお
かけしました。中止後も“展示発表だけでも”というお声から、数日展示期間を
設け、好評を得ることができました。
次年度も地域の方々に気軽に足を運んでいただき、自らの学習や健康保持

と促進、親子のふれあい等の交流の場となるコミセンをめざしていきたいと
思っています。

橋本公民館は、八幡市で2番目に設置された公民館です。
京阪橋本駅から3分程度のところに位置し、京阪バスロータリー

の目前にあり、交通の便に恵まれています。平成25年に外観・内部
をリニューアルし多くの市民の方々に利用されています。現在は45
のサークル登録があり、登録されていないグループを含めると毎月
約60のサークルが活動されています。また、市民課の行政サービス
も行っており毎日多くの市民の方々が利用されています。

今年度新たに開設した「貯筋運動教室」講
座では、年をとっても、自立した生活を送る
ために貯筋をしていく道具のいらない筋力ト
レーニング方法を学びました。夏休みふれあ
い事業「昆虫教室」や夏休み親子ふれあい
事業「電気エネルギーと風車づくり」・「子ど
も料理教室」はキャンセル待ちが出るほどの
大盛況でした。文化的講座、体力健康の維持
増進講座、体験型講座等、今後も地域の皆さ
まのつながりを大事にし、乳幼児から小学生、
ミドル・シニア層まで老若男女が参加できる
講座の開設を考えていきたいと思います。　

山柴公民館は、八幡市駅からも近く利便性に優れ、緑豊かな男山
の麓にあり、歴史的建造物や史跡が数多く存在する自然豊かな地域
の公民館として、多くの皆さまに利用していただいております。今
年度は、毎年好評の童謡唱歌教室をはじめ、ハーバリウム体験や稲
わらでしめ縄飾り作りなど新たな講座も開催し、多くの方々に足を
運んでいただきました。
また、音楽・お茶・お花・着付けや、体操・書道・俳句・絵画・手芸など
…様々なサークル活動の拠点として利用していただき、年に一度の
サークルフェスティバルでは日頃の成果を如何なく発揮していただ
きました。地域の皆さまが身近に憩える公民館をめざし、今後とも
努力してまいります。皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

美濃山地域は、子どもたちから若い世代・シニア世代まで沢山の方々が
居住される魅力ある地域です。
本館は前年度の活動を元に、地域の全ての方々に気軽に楽しく参加し

ていただくことを願い、講座を開催してきました。
新規講座として、「親子３B体操」「シニア３B体操」「美味しいお茶を

味わおう」「シニア対象スマホ教室」「夏休み子ども尺八教室」「美姿勢
ウォーキング講座」「油彩版画教室」「お正月の寄せ植え教室」「石鹸カー
ビング教室」の9つの講座を計画しました。
次年度も、子どもから大人まで幅広い皆

さまに喜んでいただける講座を企画し取り
組んで参りたいと考えております。また、卓
球・社交ダンス・書道・華道・茶道などの39の
サークルが活発に活動を行い、幅広い方の
交流・活動の場となっております。これから
も、より多くの皆さまにお立ち寄りいただ
けるコミュニティセンターをめざして努力
してまいります。皆さまのご来館を心より
お待ちしております。
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第19回 男山公民館サークルまつり

昨年の男山公民館サークルまつりより

ファミリーコンサート 男山料理教室
〜大皿でのおもてなし料理〜

体調改善運動教室 キッズ＆ママさろん（秋）

夏休み子ども尺八教室

美姿勢ウォーキング講座

夏休み工作教室 トラベル英会話

子ども科学教室 ハーバリウム体験

子ども料理教室

生花アレンジ

会 場  男山公民館
内容  ◦公民館サークル活動の

 　舞台発表・展示発表
 ◦お茶席
 ◦体験教室
 ◦喫茶コーナー



詳細は主催者にお問合わせください。　◎催し物の内容・時間等は変更する場合があります。

日 曜 催　し　物 時　間 入場方法 主　催開演 終演

3
月

3 日 第25回やわた人形劇まつり 11：00 15：30
（予定） チケット要 やわた人形劇連絡会

9 土 ECCジュニア楠葉朝日・東山教室　発表会 14：00 18：00 無料 ECCジュニア楠葉朝日教室
☎072-855-8871

10 日 ピアノコンサート「春の音楽会」 13：30 16：00 関係者 松田　恵理子
岡村　利衣子

12 火 第10回精神保健福祉を考えるつどい
～こころのバリアフリーを目指して～ 13：30 15：30 事前申込要

八幡市役所　障がい福祉課
☎075-983-2129
FAX075-972-2520

16 土 スタジオSwing　第13回リトミック＆ピアノ発表会 10：00 20：00 自由 スタジオSwing
☎072-851-8545

17 日 ピアノ・マリンバ発表会 14：00 15：30 自由 今堀　有理

21 木・祝
第28回音読発表会 9：20 12：00 自由

公文美濃山・男山泉教室
田中照子

☎090-3971-3707

エアロビックサークルJoykids発表会 15：00 16：00 無料　自由 吉川
☎072-867-8884

23 土 国際問題セミナー　第3回 13：30 15：00 事前申込要 八幡市立生涯学習センター

24 日 健幸マルシェ 10：00 15：00 自由 八幡市役所　健康推進課
☎075-983-1111

4
月 29 月・祝 ピアノおさらい会 13：00 17：00 自由 ますだいづみ音楽教室

☎072-850-4194

5
月

11 土 八幡市立生涯学習開講式記念講演会
「久禮旦雄さんきたる！」 13：30 15：00 事前申込要

八幡市立生涯学習センター
12 日 八幡市立生涯学習開講式記念事業「ジャズコンサート」

201９年Jazzライブ ～色褪せないJazzの魅力を～ 13：30 15：00 チケット要

18 土 八幡市高齢者大学　開講式記念講演会 13：30 15：00 事前申込要

25 土 いにしえを学ぶ　歴史余話① 13：30 15：00 事前申込要
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申込・問合せ：八幡市役所 障がい福祉課　☎ 075ー983ー2129　FAX 075ー972ー2520

日	時 	3月12日（火）
開演／午後1時30分～3時30分（開場：午後1時）

会	場 	生涯学習センター�ふれあいホール
手話通訳・要約筆記あります。
事前申込要：�FAXまたはTELで申込願います。

【講師】
やきつべの径

みち

診療所 夏苅�郁子�先生

著書「人は人を浴びて人になる」（ライフサイエンス出版）など

～こころのバリアフリーを目指して～
「心の病を家族・当事者・精神科医として
　経験した私から、伝えられること」

八幡市精神保健福祉を考えるつどい第１０回

場　所
例会日
参加費

八幡市立生涯学習センター
毎火、水曜日　午後1時～
月1,000円

会の取組み
・健康講座（八幡市出前講座他）
・歩こう会　・みんなで茶話会
・障がい者の有意義な趣味　囲碁最適
・礼儀と自己責任を育む時間をお子達に

そしてとことん碁を楽しむ

不要の家具
引き取り
致します
※見積り無料

（水曜休日）

☎075-981-5502
☎080-9305-1832滝川
八幡市八幡清水井65‒13

次年度
グループロッカー申込み
当施設を活動拠点として利用される自
主グループ等にたいして、グループロッ
カーを貸出し、活動の便宜を図ってお
ります。この機会にご利用ください。

申込み 4月2日（火）〜16日（火）

八幡生涯学習
ボランティア会事業
3月～5月

全て先着順・事前申込要 定員になり次第締め切り

※申込みは電話で
八幡市立生涯学習センターへ ☎983-6002

河津桜を愛でる

虚空蔵川の桜を愛でる

京都ぶらり
～新緑の松ヶ崎大黒天・宝ヶ池を歩く～

日	時 	3月14日（木）
� 午前10時集合（京阪八幡市駅改札口前）
� ※12時前に現地解散予定

定	員 	15名（先着順）
参加費 	100円（保険代、交通費などは各自負担）
持ち物 	雨具・飲み物・防寒具・歩きやすい靴

日	時 	5月8日（水）
� 午前10時集合（地下鉄国際会館駅改札口前）
� ※12時前に現地解散予定

定	員 	15名（先着順）
参加費 	100円（保険代、交通費などは各自負担）
持ち物 	雨具・飲み物・歩きやすい靴

日	時 	4月10日（水）
� 午前10時集合（JR松井山手駅改札口前）
� ※12時前に現地解散予定

定	員 	15名（先着順）
参加費 	100円（保険代、交通費などは各自負担）
持ち物 	雨具・飲み物・防寒具・歩きやすい靴

【期　間】5月～8月（4カ月間）
【定　員】5名（先着順）
【利用料】3,900円（個別指導料無料）

【設　備】駐車場・給水・トイレ・休憩所完備
【場　所】八幡市内里�巽ノ口4
　　　　 （松井山手・男山・橋本より 車で 約10分）

学びながら 収穫の喜び実感!
【トマト・ピーマン・エダマメ…】

好評の7周年

5月スタート 初めての方も安心（経験者サポート）

内里南

極楽寺

現地案内図

至京都 至京都

至
男
山
団
地

至岩田

八幡市役所

現地
卍八幡中代

ムサシ

1

至松井山手

第
2
京
阪
側
道

八幡内里

お気楽に連絡ください。農園見学も大歓迎! 申込者に粗品進呈!

見学・問合せ・お申込み先 西村農園 ☎・FAX 075-981-1778
携　　帯 090-8888-5799

お手軽 農業体験　「一坪家庭菜園」

60歳以上でご自宅に
ピアノ（電子ピアノ）をお持ちの方

ピアノを始めてみませんか?
★ 1レッスン（30分）¥2000
★ レッスンは火水木10時から

～お気軽にお問い合わせ下さい～

横田恵里子ピアノ教室
TEL 075-983-4270

ホームページ開設してます
https://www.yokotakekspiano.com
子どもさんのレッスンもやってます♪
八幡市橋本北浄土ヶ原（あらかし公園そば）

シニアのための
すべて雨天中止

参加費
無料



八幡市立
生涯学習センター
●所在地：〒614-8376
　八幡市男山竹園2番地3
●電　話：（075）983-6002
●ＦＡＸ：（075）983-1726
●開館時間 ：午前9時〜午後10時
　（受付：	平日は午後8時まで、
	 土日祝日は午後5時まで）

●休館日：毎週月曜日
月曜日が祝日の場合はその翌平日
及び12月28日〜1月4日

●コミュニティバスをご利用の方は
「生涯学習センター前」で下車

※地下駐車場は収容台数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

八幡市立生涯学習センターだより《vol.120》	2019年3月発行
編集・発行　八幡市教育委員会・八幡市立生涯学習センター

E-mail	gakusyu@mb.city.yawata.kyoto.jp
この印刷物は、再生紙を使用しています。
環境に優しい植物油インキを使用しています

日	時  3月3日（日）開演／午前11時～（開場午前10時45分）

会	場  八幡市立生涯学習センター ふれあいホール

人形展示＆フォトスポット 日	時 2月23日（土）～3月3日（日） 場	所 ２階玄関ロビー

【出　演】	やわた人形劇連絡会の6劇団
【入場料】	前売500円
� ３歳以下無料（当日600円）
主催：やわた人形劇連絡会
※�チケットは八幡市文化センター・八幡市立生涯学習センター・やわた人形劇連絡会にて好評発売中

ご家族、お友だちと楽しい一日をお過ごしください♪
やわた人形劇まつり開催!!第25回

お昼休みOPEN!
☆作るコーナー
「指人形」を
作ろう

☆くつろぐコーナー
（おむつ替えや授乳などにも）

☆たべるコーナー

☆販売コーナー
（軽食・飲み物等）

健幸マルシェ開催! 〜気付き、体験、出会い〜
日 付 3月24日㈰ 

午前10時～
午後3時   会 場 八幡市生涯学習センター全館

講演会「歩いてのばそう、健康寿命」
講師：立命館大学

スポーツ健康科学部教授 真
さな

田
だ

 樹
き

義
よし

さん
会場：3階ふれあいホール　時間：午後１～２時
定員：200名（申込不要）　参加費：無料 ※地元野菜（協力：JA）、多

た
幸
こ

焼販売

◆ 近隣スポーツジム5社による
運動体験や健康チェック

◆ カリスマ講師による筋トレバ
ンド体験教室

◆ 森永乳業㈱ 特約店による骨
の健康チェック

健幸豚汁を
無料提供!

協力：八幡市食生活改善推進員協議会

スタンプラリーで

◦うさぎくんのいす	 人形劇団/たまてばこ
◦こぎつねふうた	 おはなし屋/きしゃぽっぽ
◦ももちゃんのおだんご	人形劇団/なかよし

〈演目〉
◦いっしょだねぇ	 人形劇団/じゃんけん・ぽん
◦かさじぞう	 人形劇団/くじら
◦しちどぎつね	 人形劇団/紙ふうせん

舞台の
裏側を見学!
（当日受付）

2階各部屋及び
 情報交流プラザ

当日参加の方に素敵なプレゼントあり!

お知らせ

「アシックス 健幸ウォーキング教室」
会場：3階ふれあいホール　　時間：午前10時30分～11時30分
定員：50名（申込要）　参加費：無料
申込み・問合せ：八幡市健康推進課 ☎075-983-1111

講師：アシックスジャパン㈱
日本ウオーキング協会公認ウォーキング指導員 鈴

すず

木
き

  伸
しん

さん

【プロフィール】
2005年 東京都立大学大学院
 理学研究科博士課程修了
2011年～ 現職
2014年～  日本サルコペニア・フレイル学会理事

問合せ：やわた人形劇連絡会　Eメール／yawata.ningyougeki@gmail.com　090-5660-5275（第25回企画委員長・小山）

チケット
好評販売中ただ今

4月26日（金）は
全館清掃のため、臨時休館とします。

4月27日（土）～5月6日（月・振）は
開館。�翌7日（火）は休館します。

4月3日（水）～17日（水）

チェリーブロッサム作品展

ミニギャラリーのご案内




