
たじみオープンキャンパス
プライベートカレッジプライベートカレッジ 夏 座講

・講座開講 1時間前に多治見市に気象警報が発令されている場合は休講となります。
　詳しくは P18をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場
は有料です）

2 何歳からでも始められる
ピアノレッスン

火曜 10：00～12：00 市之倉公民館 研修室

ピアノ初心者の方、楽譜が読めない
方でも丁寧に教えます。弾いてみた
い曲を私と一緒に練習しましょう。
※楽譜希望者
　別途1,000円～1,500円程度

アドバイザー 池田千明

日　程 9/10・9/17・9/24
10/8・10/15・10/22（全6回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 6,000円＋0円

持ち物 弾きたい曲の楽譜（あれば）

1 鳴らせてみよう セラリーナ
木曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

セラリーナはリコーダーによく似た
多治見生まれの縦型オカリナです。
誰でも簡単にやさしい音色を出せま
す。仲間と合奏して楽しみましょう。
※セラリーナ無料貸出あり

アドバイザー 竹下孝昭

日　程 8/8・8/22・9/12・9/26
10/10・10/24（全6回）

対象・定員 成人・4名

受講料+教材費 6,000円＋200円

持ち物 机上本立て又は譜面台
セラリーナ（あれば）

市民が教え、市民が学ぶ「オープンキャンパス」。そのワンランク上のシステムが「プライベートカレッジ」です。
オープンキャンパスよりも少人数で開催することで、より講座の内容が理解しやすくなっています。

また、内容も超入門から上級編までとレベルも様々！さらに、オープンキャンパスとは異なり販売期間中に
2人以上のお申込みで講座が成立するので、より参加しやすい講座です。
しっかり身に付けたい、ちゃんと学びたい、そんなニーズにお応えします。

プライベートカレッジプライベートカレッジへへようこそ！ようこそ！

5 初めての一五一会
火曜 13：00～14：30 ヤマカまなびパーク 6階工作室

手軽に弾ける一五一会を使って、楽
しく弾き語りができるまで指導いたし
ます。
※一五一会無料貸出あり

アドバイザー Yasubei

日　程 8/6・8/20・9/3・9/17
10/1・10/15（全6回）

対象・定員 中学生以上・4名
受講料+教材費 6,000円＋200円

持ち物 筆記用具

音　楽

7 民事信託って何だろう
～相続で困らないために～

日曜 10：15～11：45 ヤマカまなびパーク 4階401

近年注目を浴びている「民事信託」
について一から一緒に学びましょう。

アドバイザー 岩田章裕

日　程 9/8（全1回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 1,000円＋0円

持ち物 筆記用具

6 メイクが苦手な方の
新しい自分になるメイク講座

火曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 4階401

メイクが苦手な方、メイクから遠ざ
かっていた方にオススメ。派手にな
る、自分じゃなくなる、そんな方も
ご安心ください。適切な自己表現と
なるメイクをお伝えします。

アドバイザー 伊藤真喜子

日　程 9/3・9/17・10/1・10/15
（全4回）

対象・定員 女性・4名
受講料+教材費 4,000円＋100円

持ち物 タオル、スタンド式鏡
ご自身のメイク道具

8 フランス語講座
土曜 11：30～13：00 ヤマカまなびパーク 5階504

フランスを旅してフランス人とカフェ
で会話してみたい！でもフランス
語って難しそう…。そんな方に使え
るフランス語をお教えします。美し
いフランス語の響きを楽しんでみま
せんか？

アドバイザー 大村絹子

日　程 8/24・8/31
9/7・9/14・9/21（全5回）

対象・定員 高校生以上・4名
受講料+教材費 5,000円＋100円

持ち物 筆記用具

3 はじめてみましょうピアノ♪
水曜 12：30～14：00 ヤマカまなびパーク ７階音楽室

ピアノが弾けることの楽しさを味わっ
てみませんか。音符の読めない初心
者の方でも安心して受講していただ
けます。それぞれのレベルに合わせ
た個人レッスンを行います。
※テキスト希望者別途800円

アドバイザー 丹羽美穂

日　程 8/21・9/25・10/23（全3回）

対象・定員 成人・3名
受講料+教材費 3,000円＋0円

持ち物 使用したいテキストか楽譜
（あれば）

4 楽しく上達「ピアノレッスン」
水曜 13：00～14：30 ヤマカまなびパーク 7階音楽室

ピアノが毎日の潤いとなりますよう
に。美しい音で楽しく練習できるよう
に、その道筋を丁寧にアドバイス致
します。
※テキスト希望者別途1,200円程度

アドバイザー 国枝直子

日　程 8/14・9/11・10/9（全3回）

対象・定員 どなたでも・3名
受講料+教材費 3,000円＋0円

持ち物 弾きたい曲の楽譜（あれば）

音　楽 音　楽

音　楽 音　楽

教　養

教　養 語　学
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※申込みに関する注意事項はP18をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/4（木）～7/18（木）　9：00～21：30（月曜休館　7/15は開館）
市立公民館 7/5（金）～7/18（木）　9：00～17：00

15 ダンボール工作 キッチンを作ろう
日曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

ダンボールを使って遊べるキッチン
セットを作ります。
高さ約45cmです。

アドバイザー 村田祐一郎

日　程 9/22（全1回）

対象・定員 幼児～小学生（親子参加可）・4名
受講料+教材費 1,000円＋500円

持ち物 木工用ボンド、はさみ、新聞紙

16 子ども（ケイキ）のハワイアン
土曜 11：00～12：00 ヤマカまなびパーク 4階403

基本のステップを使ってハワイの曲
に合わせて踊ってみましょう。

アドバイザー 伊左次美保

日　程 8/3・8/17・9/7・9/21
10/5（全5回）

対象・定員 4歳～12歳・4名
受講料+教材費 5,000円＋0円

持ち物 動きやすい服装（Ｔシャツとス
カートなど）、飲み物、筆記用具

17 子ども書道教室
土曜 13：00～14：30 ヤマカまなびパーク 5階504

正しい筆の持ち方、筆順、そして美
しい字型を勉強します。硬筆、毛筆
を同時に行います。美しい字は一生
の宝です。必ず役立ちます。

アドバイザー 水野和香

日　程 8/3・8/17・9/7・9/21（全4回）

対象・定員 小学生・4名
受講料+教材費 4,000円＋0円

持ち物 書道道具、新聞紙、タオル

13 ～香りと出会う～
初めてのホリスティックアロマセラピー

土曜 10：00～11：30 ヤマカまなびパーク 5階503

香りと出会うことから始めましょう。
植物のエッセンス＝精油を使ってハッ
ピー＆ごきげんな心のつくり方を紹
介します。教材はアロマライフが楽
しめるエアーフレッシュナーをつくり
ます。

アドバイザー 水谷和子

日　程 10/19（全1回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 1,000円＋800円

持ち物 筆記用具

18 ジュニアいけばな（草月流）
土曜 10：30～12：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

楽しく日本の伝統文化を体験してみ
よう。
※申込時に教材費を集めます

アドバイザー 浦野忍花

日　程 8/10・9/7・10/12（全3回）

対象・定員 小学生～高校生・4名
受講料+教材費 3,000円＋3,000円

持ち物 花器、剣山、花ばさみ（あれば）
雑巾、持ち帰り袋

14 女性のための
アロマdeストレッチ

土曜 10：00～11：30 ヤマカまなびパーク 4階403

無農薬・無化学な植物100％のオー
ガニックアロマの香りでリラックスし
ながら、体幹や骨盤を中心にストレッ
チ。ストレスを和らげる香りやホルモ
ンバランスに働きかける香りなど自
分の体調に合わせたブレンドオイル
を作ってセルフケアをしましょう。

アドバイザー 月森優

日　程 10/19（全1回）

対象・定員 成人女性・4名

受講料+教材費 1,000円＋800円

持ち物 ヨガマットまたはバスタオル
動きやすい服装

12 またよが
骨盤底筋を意識したヨガ

金曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 6階美術室

加齢や出産による、気になるおまた
のしまりを改善します。

アドバイザー megu

日　程 9/6・9/20・10/4（全3回）

対象・定員 女性・4名
受講料+教材費 3,000円＋0円

持ち物 動きやすい服装、飲み物

11 長くもつプリザーブドフラワーで
アレンジを楽しもう

金曜 10：00～11：50 南姫公民館 和室

水がいらなくて長持ちするプリザー
ブドフラワーで、暑い季節も花のあ
る生活を楽しんでみましょう。

アドバイザー 荒木真奈美

日　程 8/2・8/23・9/27（全3回）

対象・定員 どなたでも・4名

受講料+教材費 3,000円＋7,500円

持ち物 はさみ、新聞紙、持ち帰り袋

9 着物リメイク
木曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 5階503

手持ちの着物で体に合わせた洋服や
小物を作ります。

アドバイザー 林みどり

日　程 8/8・9/12・10/10（全3回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 3,000円＋0円

持ち物 着物、ミシン（あれば）

10 トロッケンクランツで作る
キッチン飾り

木曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 6階工作室

「トロッケンクランツ」は、ワイヤリン
グをして様々な形に編んで作る「木
の実のクラフト」です。
飾り用のスプーンとフォークに木の
実を取り付けて、かわいいキッチン
飾りを作りましょう。

アドバイザー 横江美和

日　程 9/5（全1回）

対象・定員 成人女性・4名

受講料+教材費 1,000円＋2,800円

持ち物 ラジオペンチ、エプロン
持ち帰り袋、眼鏡（必要な方）

NEW
クラフト

クラフト クラフト

健　康

健　康健　康

子ども 子ども

子ども 子ども
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25 三味線を弾くテクニック
水曜 10：30～12：00 南姫公民館 和室

三味線を上手に弾く方法を学びま
す。上手に弾くための譜面にはない
手を加えることにより、きれいな音
の出し方（ハジキ、スクイ、ウチ、
スリ、コキ）や、指のはこび方を伝
授します。

アドバイザー 藤本秀直伸

日　程 8/7・8/14・8/28
9/4・9/11・9/25（全6回）

対象・定員 三味線をお持ちで弾ける方
4名

受講料+教材費 6,000円＋250円

持ち物 三味線及び小道具一式
筆記用具

26 筆文字を書くはじめの一歩
火曜 19：00～20：30 ヤマカまなびパーク 5階504

毛筆の基本から始め、半紙4文字
と並行して希望の方は小筆で実用書
（氏名、地名、挨拶文等）の文字練
習を行います。
※初回は筆、紙、墨液の準備がなく
てもOKです

アドバイザー 福田凌華

日　程 8/6・8/20・9/3・9/17
10/1・10/15（全6回） 

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 6,000円＋500円

持ち物
書道道具（あれば）、新聞紙
タオル
※初回に道具の説明をします

※申込みに関する注意事項はP18をご覧ください
受 講 券
販売期間

ヤマカまなびパーク　7/4（木）～7/18（木）　9：00～21：30（月曜休館　7/15は開館）
市立公民館 7/5（金）～7/18（木）　9：00～17：00

次回の秋講座から、「たじみオープンキャンパス」「プライベートカ
レッジ」は、みなさまの「学び」がより一層楽しく充実したものにな
るよう、名称も新たに生まれ変わります。
詳しくは、BunBunねっと秋号にて掲載します。乞うご期待！

教えたい
気持ちを

お届けく
ださい

アドバイ
ザー

募集中！

教

たじみオープンキャン
パス

たじみオープンキャン
パス

プライベートカレッジ
 は

プライベートカレッジ
 は

20 シニア向け
Androidスマートフォンの使い方

木曜 13：00～15：00 ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室

初めてスマートフォンを持つ方向け
の講座です。電源の入・切からスター
ト。電話のかけ方、Gメールの初歩
や写真、天気予報を調べてお出掛け
には歩数計で健康管理。その他ラジ
オ、カレンダー、メモ帳など便利な
アプリのインストールや使い方など
を覚え、楽しみましょう。
※Wi-Fi環境あります

アドバイザー 後藤侃

日　程 8/8・8/22・9/12・9/26（全4回）

対象・定員 65歳以上の方・4名
受講料+教材費 4,000円＋500円

持ち物 Android 搭載のスマートフォン
筆記用具

19 ザ・マジック
土曜 19：00～21：00 養正公民館 和室

コツを覚えて、あなたもマジシャン!!
手先が器用でないとマジックはでき
ないと思ってはいませんか？大丈夫
です。コツを覚えれば誰でもできる
んです。

アドバイザー 長谷部勇夫

日　程 8/10・8/24・9/14・9/28
10/5・10/19（全6回）

対象・定員 成人・4名
受講料+教材費 6,000円＋3,000円

持ち物 はさみ、両面テープ
スティックのり、筆記用具

21 Windows7はあと6カ月で
インターネットが安全に使えなくなります

火曜 10：00～12：00 ヤマカまなびパーク 5階505

今お使いのWindows7パソコンで
文書作成、表計算、インターネット、
メール等をご利用の場合、2020年
1月のサポート終了でどういう危険
性、影響があるのか、安全に使用す
るためにはどうすべきかなどをお話し
ます。

アドバイザー 小林正治

日　程 8/27・9/3・9/17・9/24
（全4回）

対象・定員 Windows7を利用中の方・4名
受講料+教材費 4,000円＋500円

持ち物 ご使用中のWindows7 の
パソコン

22 夏の陰ヨガ
～夏もいきいきとリラックス♪～

土曜 15：00～16：45 ヤマカまなびパーク 5階506

夏をより健やかに暮らしていくための
座学＆陰ヨガです。ご自分と静かに
ゆっくりと向き合いながら、自然治癒
力を引き出し、心身のいろんなバラ
ンスを整えていきましょう。

アドバイザー 下山真穂

日　程
8/3・8/24・8/31
9/7・9/14・9/28
10/5・10/19（全8回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 8,000円＋0円

持ち物
ヨガマット、タオル
ブランケット、飲み物
動きやすく体温調整しやすい服装

23 尺八で唱歌・古典曲を演奏しよう
土曜 18：00～20：00 精華公民館 会議室

日本の伝統的楽器尺八で唱歌・尺八
古典曲を楽しみませんか。すぐに演
奏できるようになります。
※尺八の無料貸出あり

アドバイザー 大重普竹

日　程
8/10・8/17・8/24
9/7・9/14・9/28
10/5（全7回）

対象・定員 どなたでも・4名
受講料+教材費 7,000円＋0円

持ち物 尺八（あれば）

24 気軽に着物を楽しみましょう
金曜 10：00～12：00 養正公民館 和室2

着物姿の人を見て、自分も着たいと
思う人は、タンスに眠った着物を出し
てみて下さい。少しのアドバイスと
着る練習で、お出かけが楽しくなり
ますよ。

アドバイザー 鈴木里美

日　程 8/30・9/13・9/27
10/4・10/18（全5回）

対象・定員 成人女性・4名

受講料+教材費 5,000円＋0円

持ち物
着物、名古屋帯、袋帯、足袋
肌襦袢、長襦袢、衿芯、帯板
帯揚げ、帯〆、帯枕、腰紐 5本
タオル 4枚、伊達〆、クリップ

趣　味 パソコン

パソコン リラクゼーション

和　道

和　道

和　道

和　道
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