
八幡市立生涯学習センター主催事業（5月から７月分）の日程 

＜5月＞ 

日 曜 時 間 開催場所 事 業 内 容 定員 備  考 
14日 土 13 時 30

分～ 
ふれあい
ホール 

市制施行 45周年 令和 4年度生涯学習開講式記念講演 
テーマ「モーリー流 自分を信じる生き方」 
講師：国際ジャーナリスト モーリー・ロバートソンさん 

250
名 

申込終了 
満員御礼 
 

15日 日 14時～  〃 市制施行 45周年 令和 4年度生涯学習開講式記念事業 
Jazzコンサート 2022年 Jazzライブ～魅惑のジャズの世界
～ 出演・永田有吾セクステット 

200
名 

申込：事務所でチケット販売中（一人２
枚まで）。前売 500 円、当日 700 円（前
売券が完売の場合は当日券はありませ
ん） 

14 日・
15日 

土・
日 

10時～ センター
建物周辺 

令和 4年度生涯学習開講式 
手作り市＆リユース市 

－ 
 

各日 13 店舗が出店予定（日によって出
店数が変わります） 

10:00～ 
①10:30 
②13:30 

会議室３ 第 24回手工芸作品展・体験教室「手作りで楽しく仲間作り」
（八幡市文化協会手工芸部会） 
・体験教室 ①アートフラワー②押花ラミネート他③和紙

ちぎり絵 

各回 
10名 

体験教室の申込 5月 1日午後１時から
電話で受付（生涯学習センターへ）。 
①～③ 参加費 200円～600円  

14日 
 
 

土 ①10:00 
②10：30 
③11:00 

会議室２ 令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ
ョップ 「キャンディバッグキーホルダー」 
講師：着まぐれｍａｒｕｎ 
 

各回 
６名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。
参加対象：幼児以上（幼児の場合は保護
者同伴）応募多数の場合は市内優先 
参加費 300円 

①10:00 
②11:00 

講習室２ 
(調理室) 

令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ
ョップ「いろいろな布でブローチを作りましょう」 
講師：八幡生涯学習ボランティア会 

各回 
６名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 
参加対象：中学生以上 
応募多数の場合は市内優先 
参加費 100円 

①10:00 
②11:00 

情報交流
プラザ 

令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ
ョップ「天然石を使ったペンダント」 
講師：（一財）生涯学習開発財団（ＧＬＬＣ） 

各回 
５名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 
応募多数の場合は市内優先 
参加費 500円 当日手作り販売あり 

①10:00 
②10：30 
③11:00 

会議室２ 令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ
ョップ「タオル人形作り～タオルでくまちゃんを作ります
～」 講師：やわた人形劇連絡会 

各回 
５名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 
参加対象：幼児以上（幼児の場合は保護
者同伴）応募多数の場合は市内優先 
参加費 200円 



15日 日 11:00 情報交流

プラザ 

令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ

ョップ「シルクスクリ－ンを使ったマスク作り」 

講師：フラワー＆トールアトリエマツムラ 

12名 申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 

応募多数の場合は市内優先 

参加対象：中学生以上 

参加費 800円（２枚作ります） 

当日手作り販売あり 
①10:00 
②10：30 
③11:00 

情報交流

プラザ 

令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ

ョップ「革のお花でキーホルダー作り」 

講師：アトリエ＆ショップＲｏｏｍ１０６ 

各回 

6名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 

参加対象：幼児以上（幼児の場合は保護

者同伴）応募多数の場合は市内優先 

参加費 500円 

①10:00 
②10：30 
③11:00 

会議室２ 令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ

ョップ「食品サンプル マカロンのマグネット」 

講師：ＮＰＯ法人滋賀ものづくりネット 

各回 

6名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 

参加対象：幼児以上（幼児の場合は保護

者同伴）応募多数の場合は市内優先 

参加費 300円 
①10:00 
②10：30 

③11:00 

会議室２ 令和 4 年度 生涯学習開講式 わくわくドキドキワークシ

ョップ「タオル人形作り～タオルでくまちゃんを作ります

～」 講師：やわた人形劇連絡会 

各回 
５名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 
参加対象：幼児以上（幼児の場合は保護
者同伴）応募多数の場合は市内優先 
参加費 200円 

21日 土 13:30～ ふれあい

ホール 

いにしえを学ぶ歴史余話 

テーマ「飛鳥の牽牛子塚古墳に眠る人々」 

講師：関西大学教授 西本 昌弘さん 

100

名 

申込：4 月 28 日午前９時から電話で受

付。応募多数の場合は市内優先 
受講料 1回 300円（当日徴収） 

25日 水 13:30～ ふれあい

ホール 

高齢者大学開講式記念講演会 

「老後も安心！シニアのためのお片付け」 

講師：A‐Plus代表、整理収納アドバイザー吉川 昌子さん 

250

名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 

参加対象：八幡市在住 65歳以上 

参加費無料 

28日 土 13:30～ ふれあい

ホール 

いにしえを学ぶ歴史余話 

テーマ「南山城の中世城郭」 

講師：近畿大学准教授 新谷和之さん 

100

名 

申込：4 月 28 日午前９時から電話で受

付。応募多数の場合は市内優先 
受講料 1回 300円（当日徴収） 

＜６月＞ 

日 曜 時 間 開催場所 事 業 内 容 定員 備  考 
1日・３
日（2日
連続） 

水・
金 

13時～ 講習室２ 
(調理室) 

パッチワークのポシェット作り 
講師：八幡生涯学習ボランティア会 

６名 申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 
参加費 350円 



持ち物 裁縫道具、30㎝位のものさし 
4日 土 13:30～ ふれあい

ホール 
いにしえを学ぶ歴史余話 

テーマ「本阿弥光悦と俵屋宗達から琳派へ－京都文化の芽

生え－」 

講師：京都芸術大学教授 往還塾塾長 五島 邦治さん 

100
名 

申込：4 月 28 日午前９時から電話で受

付。応募多数の場合は市内優先 
受講料 1回 300円（当日徴収） 

11日 土 13:30～ ふれあい
ホール 

いにしえを学ぶ歴史余話 

テーマ「源頼朝と鎌倉幕府」 

講師：大阪大学大学院教授 川合康さん 

100
名 

申込：4 月 28 日午前９時から電話で受

付。応募多数の場合は市内優先 
受講料 1回 300円（当日徴収） 

18日 土 13:30～ ふれあい
ホール 

いにしえを学ぶ歴史余話 
テーマ「豊臣大坂城の構造」 
講師：大阪公立大学教授 仁木宏さん 

100
名 

申込：4 月 28 日午前９時から電話で受

付。応募多数の場合は市内優先 
受講料 1回 300円（当日徴収） 

22日 水 13:30～ ふれあい
ホール 

高齢者大学 講演会 
テーマ「カラダは食べ物からできている」 

講師：(株)明治 管理栄養士 

250

名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 
参加対象：八幡市在住 65歳以上 
参加費無料 

＜７月＞ 

日 曜 時 間 開催場所 事 業 内 容 定員 備  考 

2日 土 14時～ ふれあい
ホール 

京都金融経済講演会 人生と暮らしを考える 
テーマ「アフターコロナで人生と働き方はどう変わってい
くか」講師：神戸学院大学教授 中野 雅至さん 

130
名 

申込：5 月 26 日午前 9 時から電話で受
付。 
参加費：無料  

23日 土 10:30～ 
(予定) 

ふれあい
ホール 

子ども講座 キッズダンス教室 

講師：エアロビックインストラクターJoykids講師・エアロ

ビックサークル joy講師 吉川 つぶらさん 

20名 申込：6月 3日午前９時から電話で受付。

参加対象：小学 1年生から６年生、市内

在住 持ち物：飲み物、タオル、動きやす

い服装、運動できる靴、参加無料 
24日 日 13:30～ ふれあい

ホール 
高齢者大学 演奏会 オープン講座 

「音楽で巡る日本の旅、世界の旅」出演：Le cocon 

200
名 

申込：5月 1日午後１時から電話で受付。 
応募多数の場合は市内優先 参加費無料 

26日 火 10:00～ 
(予定) 

ふれあい
ホール 

子ども講座 段ボールおもしろ教室」 

講師：レンゴー(株)環境経営推進部 

 

25名 申込：6月 3日午前９時から電話で受付。
参加対象：小学 1 年生から６年生(子ど
ものみの参加)、市内在住  
参加費：無料 
持ち物：筆記用具、色鉛筆またはクレヨ
ン、マジック、持ち帰り用袋（大）など 



 


