
TEL(082)424-3811 FAX(082)423-5251 ﾒｰﾙ center01@hhface.org

場 東広島芸術文化ホールくららまたは市民文化センター

締 9月14日(火)必着

申 窓口またはハガキ、ファックス、メール

(①希望講座名②郵便番号・住所③名前(ふりがな)④年齢⑤つながりやすい電話番号)

※ 定員を超えた場合は抽選し、受講が決定した人のみハガキで通知します。(9月末頃発送予定)

※ 条件を満たさない場合は、抽選の対象外となります。

※ 駐車場は市営西条岡町駐車場をご利用ください。くららで2時間まで駐車料の減免処理をします。

市民文化センターで実施の場合、市民文化センター無料駐車場をご利用ください。

※ 準備・片付けに前後30分程度お手伝いが必要な講座があります。

※ 託児所は準備できませんので、受講者本人のみでご参加ください。

※ 講座開催の最少催行人数に達しなかった場合は中止となる場合があります。

講座名 内容 講師 開催日 時間 回数 定員

1
広島国際大学特別講座
いのちのそばに。ひと
とともに。

広島国際大学の3人の先生方によ
る特別講座です。

田中　秀樹さん
（健康科学部学部長　教

授）
久次　弘子さん

（心理学科　客員教授）
甲田　純生さん

（心理学科　准教授）

10/16.23.30 土 14:00～15:30 3 20

2
多様な性を生きる～全
ての人が暮らしやすい
社会へ

富山大学人文学部林夏生准教授に
よるLGBTに関する特別講座で
す。

★ZOOMによるオンライン配信の
みの講座です。

林　夏生さん
（富山大学人文学部　准

教授）
11月26日 金 14:00～15:30 1 70

3 手打ちそば入門

年越しそばを自分で打ってみませ
んか?初心者向けに手打ちそばの
打ち方を基礎から教えます。ま
た、開始日と終了日に打ったそば
の試食も行います。
材料費：6回で6,500円　※道具
は貸し出します。
※以前に参加した人は応募できま
せん

吉岡　広貴さん
(東広島そばの会)

10/2.23
12/18
1/15
2/5

3/19

土 9:30～13:30 6 8

4

ミドル・シニア世代の
健康講座
～健康的に歳を重ねる
為に～

『こんな時には整形外科』などの
お話や、『姿勢の悪さからくる身
体の不調(肩凝り、腰痛、膝痛)予
防』ではストレッチやエクササイ
ズを実践、体験して頂きます。
持　ヨガマットまたはバスタオル
※令和２年度に参加した人は応募
できません

貞光大助さん
(医療法人おおもり整形外
科スポーツクリニック理

学療法士)

10/2.30
11/27

12/4.25
土 14:00～15:30 5 15

5 はじめてのヨガ

「自分の体と友達になる」をテー
マに、自分の体を知ること、自分
の体に合うポーズを見つけていく
講座です。座学、ポーズ、リラッ
クス中心で、はげしいポーズはあ
りません。
※令和3年度前期に参加した人は
応募できません
持　ヨガマット

yumiさん
(ヨガインストラクター)

10/5.12.19.26
11/2.9.30

12/7.14.21
火 13:00～14:30 10 15

6
遺跡で語る私たちの歴
史

私たちがここにいるのには理由が
あります。数々の遺跡から語る私
たちの歴史を学びます。

市文化課職員

10/6.20
11/17

12/1..22
1/19
2/2

水 14:00～15:30 7 20

7 10/13 水 10：00～12：00 1 20

8 11/10 水 10：00～12：00 1 20

9 12/8 水 10：00～12：00 1 20

10 1/12 水 10：00～12：00 1 20

11 感染症と食生活
感染症の歴史、感染症と生体防
御、新型コロナウィルスと食生活
について学びます。

加藤　範久さん
(広島大学マスターズ)

10/14 木 13:30～15:00 1 20

市教育文化振興事業団(〒739-0043)　東広島市西条西本町28-6(市民文化センター内)

～私は学びつづける～令和3年度(後期)中央生涯学習センター(くらら)主催講座

西条酒蔵通り散策と賀
茂鶴杜氏による酒蔵案

内

ボランティアガイドによる酒蔵通
り案内の後、賀茂鶴杜氏（醸造責
任者）が酒蔵の中をご案内しま
す。
お酒を試飲しますので車での参加
はご遠慮ください
酒代：1,000円
※申込時に、希望日をお知らせく
ださい

友安浩司さん
（賀茂鶴酒造株式会社）
※変更になる場合があり

ます

問申



12
外国人市民に習う
ひとこと韓国語

市内に住む外国人と交流してみま
せんか。簡単な言葉を習ってあな
たの世界を広げましょう。

キム　スヨンさん
(韓国出身)

10/19.26
11/2.9.16.30

12/7
火 9:30～11:30 7 15

13
ファンクショナルロー
ラーピラティス

円柱状のポールを使用して肩凝
り、腰・膝痛の予防や姿勢改善に
つながるピラティス(エクササイ
ズ)を行います。
持　ヨガマット
※令和２年度に参加した人は応募
できません

角田　慎之介さん
(医療法人おおもり整形外

科スポーツクリニック
理学療法士　FRPインス

トラクター)

10/21.28
11/4.11.18.25

12/9.23
木 14:00～15:30 8 10

14
考古学から探る古代の
地域史

私たちはどうしてここにいるの
か、数々の古代の遺跡を紹介し、
遺跡と地域の歴史を探ります。

脇坂　光彦さん
(東広島市文化財保護審議

会会長)

10/21
11/18
12/16
1/20

木 14:00～15:30 4 20

15
アーティフィッシャル
フラワーを使ったアレ
ンジメント

アーティフィッシャルフラワーを
楽しみましょう。
材料費：6回で9,000円

みやさこ峰子さん
(NFD(公社)日本フラワー
デザイナー協会名誉本部

講師)

10/25
11/8.22

12/13.20
1/10

月 10:00～11:30 6 20

16
フラワーアレンジメン
ト

フラワーアレンジメントを楽しみ
ましょう。
材料費：6回で9,000円

みやさこ峰子さん
(NFD(公社)日本フラワー
デザイナー協会名誉本部

講師)

10/26
11/16.23

12/14
1/11.25

火 10:00～11:30 6 20

17
はじめての資産運用講
座

つみたてNISAやiDeCo（イデコ）
を上手に使って、ゆとりのあるセ
カンドライフに備えましょう！株
式や債券、投資信託の仕組みがす
らすら理解でき、資産運用のキホ
ンを楽しく学べる講座です。

倉橋　孝博さん
(広島県金融広報委員会金

融広報アドバイザー)

11/1.15.29
12/6.20

月 10:00～11:30 5 20

18
コメ袋を使ったバッグ
づくり

コメ袋を使って、軽くて丈夫なエ
コバッグを作りましょう。

佐々木　英子さん
(JA広島中央女性部長）

11/4.11 木 10:00～11:30 2 20

19
はじめての楽しいパン
作り

人気のパンを粉から手ごねで作り
ます。
塩パン、メロンパン、クリームパ
ン
あんパン、コロネ、イーストドー
ナツなど
材料費：5回で5,000円

大野　孝之さん
（あすなろベイキングカ

ンパニーシェフ）

11/4.18
12/2.16

1/20
木 10:00～13:00 5 9

20 はじめての折形

お正月にむけて、基本の折形を体
験したのち、お年玉袋やはし袋、
はし置、などに挑戦してみましょ
う
材料費：３００円

鈴木　順子さん
（小泉新聞舗）

11/12 金 10:00～12:00 1 8

21 プリザーブドフラワー

プリザーブドフラワーでクリスマ
スのリースやお正月飾りを作りま
しょう。
材料費：3回で6,000円

迫谷　晴之さん
(プリローズ代表)

11/17
12/1..22

水 10:00～12:00 3 20

22
季節の簡単おつまみと
鍋

12月は、新酒の季節。酒粕をつ
かった料理にデザートと季節の簡
単おつまみ、２月は、冬の鍋と季
節のおつまみを一緒につくりま
しょう。
材料費：2回で2,000円

前垣　佳代さん
(酒蔵のおかみさん)

12/7
2/8

火 10:00～13:00 2 10

23

やさしい日本語
～多文化共生のための
コミュニケーション術
～

お互いの言葉が違うと、コミュニ
ケーションがとれないと思ってい
ませんか?日本語教育の専門家が
コミュニケーションのコツを紹介
します。

三好　千聖さん
（公財）ひろしま国際セ

ンター
1/13 木 14:00～15:30 1 20

24
『星の王子さま』を哲
学する

サン=テグジュぺリの名作『星の王
子さま』を読みながら、この童話
に隠された叡智を探りましょう。

甲田　純生さん
(広島国際大学健康科学部

心理学科准教授)
1/15.22.29 土 14:00～15:30 3 20

25 はじめての細密画

細密画は、絵の対象について深く
知り、理解することが必要です。
絵を描くことで、自分の生きる世
界について深く知っていくという
過程を体験しませんか。
材料費：2,020円
※令和２年度に参加した人は応募
できません

菅田茂さん
(現代美術作家)

1/19.26
2/9.23
3/9.23

水 10:00～11:30 6 10

26 料理で交流ロシア
市内に住む外国人とロシア料理で
交流してみませんか。
材料費：1回800円程度

ニーナ　バヤルキーナさ
ん

(ロシア出身)

1/22
2/26
3/26

土 10:00～13:00 3 12


