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受講生募集要項

◉受講可否通知と受講料の納入
受講可否の通知についてはお申込み方法により異なります。往復はがきの場合は返信はがきを3月31日㊎に投函します。ホームページからの場合は、ホームページ上
の「受講生マイページ」にて3月31日㊎からご確認いただけます。（Eメールの送信も同日に行います。）
複数の講座へお申込みの方は、すべての通知が届くのに２、３日ほどを要する場合があります。返信はがき又はEメールが届かなかった場合は事務局までお問合せくだ
さい。受講決定通知が届きましたら、4月17日㊊までに必ず受講料を指定口座に振込んでください。プリオ生涯学習センターでも現金にて入金ができます。（午後5時まで）
受講料納入後は事務局からご連絡することはありません。講座初回の日に直接講座会場へお越しください。

◉応募資格
豊川市内外を問わず18歳以上（高校生を除く）の方
（親子向け講座のみお子様も受講できます。）

◉応募期間
令和5年3月1日●㊌～3月27日●㊊（必着）
※郵送される場合は締切日より3、4日ほど余裕を持ってお出しください。

◉留意事項
●応募後のキャンセルは、やむを得ない場合を除き、原則できません。
　キャンセルされる場合は、講座開始日前日（※）営業時間まで窓口またはお電
話（メール・FAXは不可）にて受付いたします。

　また、講座開始後の受講中止は講座2回目前日（※）営業時間までとなります。
　納入された受講料は事務手数料等を差引いた金額を返金いたします。
　※講座開催日の前日が事務局定休日の場合は、その前営業日まで。

●受講生の電話番号は連絡用として講師にお伝えしますのでご了承願います。

●親子で参加できる親子向け講座を除き、お子様連れの受講はできません。

●各講座の日程または会場は、やむを得ず変更となる場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

◉講座が開講（成立）した場合
教材費が必要な講座の場合、開講初回に講師へ直接お支払いいただきます。
お支払いいただいた教材費は原則返金できません。開講後の講座運営は講師
と受講生で協力して行っていただきます。講師やほかの受講生に迷惑がかかる行
為がある場合は受講をお断りすることがあります。
講座の欠席連絡は講師へ直接お願いします。初回欠席につきましては事務局ま
でご連絡ください。（講座会場への欠席連絡はご遠慮ください。）

◉追加募集（二次募集）について
講座が成立し、定員までに余裕のある講座に限り、4月7日㊎～17日㊊まで追
加募集（二次募集）を行います。成立講座は、3月31日㊎以降、ホームページ上
にてご確認いただけます。申込みはプリオ生涯学習センターでの直接申込み
（受講料も同時納入）のみ受付します。（先着順）なお、定員に達し次第締切ります。

◉講座の成立条件について
応募者10名（組）以上の講座が、成立となり開講が決定します。（10名（組）未満でも
開講される場合があります。）定員を超えた場合は原則抽選ですが、増設講座が設けら
れる場合もあります。新型コロナウイルス感染症の状況により、定員を変更する
場合があります。

講座回数
と受講料

〈5回講座〉3,500円／〈10回講座〉7,000円
受講料には消費税等が含まれております。
受講料の他に教材費が別途必要になる講座もあります。

◉申込方法（①～③のいずれか）
①この冊子に折込の往復はがき（または、市販物）
※切手を忘れずに貼付ください。
※何講座でもお申込みできますが、１人（組）1枚の往復はがきで1講座
　ずつお申込みください。（夫婦など連名でお申込みはできません。）
※消せるボールペン等は使用しないでください。記入内容が消え返信
　できなくなります。
※障害のある方の参加も可能です。事務局までお申出（ご相談）ください。

②専用ホームページ

ＱＲコード

とよかわオープンカレッジ 検索

③事務局（プリオ生涯学習センター内）で直接
　窓口で往復はがきに記入していただきます。※63円の返信用切手をご持参ください。

お申込み前にホームページから「受講生登録」が必要です。
スマートフォンから手続きされる場合は、上記QRコードを読み取るか、ブラウザア
プリで「とよかわオープンカレッジ」を検索してください。
※過去にとよかわオープンカレッジの講座を受講したことがある方は、「受講生登録」情報が
既に登録されている場合があります。
　パスワードがご不明の方は、ホームページ上にあります「パスワード再発行」のページから
必要事項を入力することで、パスワードの記載されたメールを送信します。その他ご不明な
点がある場合は事務局までお問合わせください。
※迷惑メールフィルターを解除されていない場合、迷惑メールフォルダへ届くか、メール自体
がお届けできない場合がございます。

とよかわオープンカレッジでは、講座の開催にあたり「新しい生活様式」を踏まえて、室内の換気や座席の配置等、新型コロナウイルス
感染予防策に努めます。※詳しい内容は次ページをご確認ください。とよかわオープンカレッジの令和5年度前期講座案

内書に広告を掲載していただきましてありがとうござ
います。協賛企業様からの広告収入はとよかわオー
プンカレッジの運営費の一部に充てられています。

受講料の改定について◉とよかわオープンカレッジでは令和元年度より新型コロナウイルス感染症の流行により講座の中止や受講生募集時の定員
設定の減少、また昨今の物価等の上昇などにより経費が増加してきており、令和５年度前期講座から下記受講料に改定させていただくこととなりました。
今後も事業運営にあたり経費節減に努めてまいりますので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。

令和5年度〈前期講座〉ご案内 令和5年度〈前期講座〉ご案内 豊川市教育委員会共催事業

とよかわ
オープンカレッジ

応募期限

3月27日月
必着

※郵送される場合は3、4日ほど余裕
を持ってお出しください。

社会人や高齢者、子育て世代、障害のある人もない人も
みんな一緒に学べる場を目指します。

～この春から、新しい学びを始めませんか～
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No. 講　座　名 講師名 日　程 曜日 講座時間 定員 会場 受講料
（円）

教材費
（円）

◉健康、フィットネス（全48講座）

1
肩甲骨・骨盤・体幹 リンパストレッチ
肩甲骨と股関節の動きを良くすることで、腰・膝・
肩・首などのコリやむくみの身体の不調を軽減！

中森しづ江 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12、
7/26、8/9 、8/23、9/13、9/27 水 10:30～12:00 15 プ生 7,000 なし

2
肩甲骨・骨盤・体幹 リンパストレッチ
肩甲骨と股関節の動きを良くすることで、腰・膝・
肩・首などのコリやむくみの身体の不調を軽減！

中森しづ江 5/25、6/8、6/22、7/13、7/27、
8/10、8/24、9/14、9/28、10/12 木 10:00～11:30 10 桜ミ 7,000 なし

3
セルフリンパマッサージ
リンパの流れをよくすることで、むくみ、冷え、肩
こりなどが改善され、心身共に元気になれます。

中森しづ江 5/26、6/23、7/28、8/25、9/22 金 10:00～11:30 10 桜ミ 3,500 2,000

4
姿勢・歪み・リンパの流れ！セルフケア
姿勢・歪みとリンパの流れを整え、心身共に健康
に！頭痛・肩こり・腰痛・ダイエットに効果あり。

南　和美 5/16、6/20、7/18、9/19、10/17 火 10:00～11:30 15 桜ミ 3,500 2,400

5
耳から身体が整うリンパケアで姿勢改善
道具もいらない力もいらない優しいタッチのさとう
式リンパケアのセルフケア。姿勢改善で美姿勢に。

鈴木　香苗 5/11、6/8、7/13、8/10、9/14 木 10:00～11:30 15 御生 3,500 100

6
バレトン（水・午前）
バレエの動きを取り入れたエクササイズ。たっぷ
りと汗をかき、ダイエット効果バッチリ！！

松下　法子 5/10、5/24、5/31、6/7、6/14、
6/28、7/5、7/12、7/19、7/26 水 10:30～11:45 25 やホ 7,000 なし

7
バレトン（水・午後）
バレエの動きを取り入れたエクササイズ。たっぷ
りと汗をかき、ダイエット効果バッチリ！！

松下　法子 5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、
6/14、6/21、6/28、7/5、7/12 水 13:30～14:45 15 御文 7,000 なし

8
バレトン（木・午後）
バレエの動きを取り入れたエクササイズ。たっぷ
りと汗をかき、ダイエット効果バッチリ！！

松下　法子 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、
6/15、6/22、6/29、7/6、7/13 木 13:30～14:45 15 御文 7,000 なし

9
バレトン（金・午後）
バレエの動きを取り入れたエクササイズ。たっぷ
りと汗をかき、ダイエット効果バッチリ！！

松下　法子 5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、
6/16、6/23、6/30、7/7、7/14 金 13:15～14:30 15 御文 7,000 なし

10
アウェークニング 脂肪を燃やす！
格闘技やヨガをミックスしたエクササイズ。眠っ
ていた筋肉を刺激して全身シェイプアップ！！！

北河奈穂美 5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、
6/16、6/23、6/30、7/7、7/14 金 13:15～14:30 15 御文 7,000 なし

11
リフレッシュバランスボール
バランスボールに座って、音楽に合わせて手足を
動かす有酸素運動です。一緒に楽しみませんか？

■※1
櫻井　見奈 5/16、6/20、7/18、8/29、9/19 火 10:00～11:15 15 八生 3,500 500

12
やさしいＹＯＧＡ（ヨガ）（勤福）
初めての方にもやさしいＹＯＧＡで、生活の楽を
手に入れよう。

三矢　雅子 5/8、5/22 、6/12、6/26、7/10、
7/24、8/7、8/28、9/11、9/25 月 10:00～11:30 16 勤福 7,000 1,000 

(新規のみ)

13
やさしいＹＯＧＡ（ヨガ）（小生）
初めての方にもやさしいＹＯＧＡで、生活の楽を
手に入れよう。

三矢　雅子 5/18、6/15、7/6、7/20、8/3、
8/17、9/7、9/21、10/5、10/19 木 13:30～15:00 16 小生 7,000 1,000 

(新規のみ)

14
かんたんヨガ ヨガですっきり（月・午前）
運動が苦手な方、身体が硬い方でも安心して始め
られる優しいヨガ。初めての方も大歓迎。

■■増
山本なつき 5/8、5/22、6/12、6/26、7/10、

7/24、8/28、9/11、9/25、10/23 月 10:30～12:00 20 プ生 7,000 なし

15
カラダとこころが変わるヨガ（月・夜）
ヨガで体質改善していきましょう。整っていく身
体や心を感じていきましょう。

山本なつき 5/15、5/22、5/29、6/5、6/12、
6/19、6/26、7/3、7/10、7/24 月 19:00～20:30 20 プ生 7,000 なし

16
かんたんヨガ ヨガですっきり（火・午後）
運動が苦手な方、身体が硬い方でも安心して始め
られる優しいヨガ。初めての方も大歓迎。

山本なつき 5/16、5/30、6/6、6/20、7/4、
7/18、9/5、9/19、10/3、10/17 火 13:30～15:00 20 プ生 7,000 なし

17
かんたんヨガ ヨガで疲労回復（木・午後）
ゆるめてほぐして体と心を楽にする。体が硬くて
も運動が苦手でも大丈夫。初めての方も大歓迎。

山本なつき 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、
6/15、6/22、6/29、7/6、7/13 木 13:30～15:00 20 プ生 7,000 なし

18
かんたんヨガ ヨガで疲労回復（金・午前）
ゆるめてほぐして体と心を楽にする。体が硬くて
も運動が苦手でも大丈夫。初めての方も大歓迎。

山本なつき 5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、
6/16、6/23、6/30、7/7、7/14 金 10:30～12:00 20 プ生 7,000 なし

19
気軽に楽しくルーシーダットン（勤福）
誰でも出来るタイ式ヨガ＆ＳＥＮセルフマッサージ
で体を整えます。運動苦手・初めての方も大歓迎。

内藤友有子 5/11、5/25、6/8、6/22、7/13、
7/27、8/10、8/31、9/14、9/28 木 10:00～11:30 20 勤福 7,000 なし

　講座の開催にあたっては「新しい生活様式」を踏まえて、室内の換気や座席の配置等、感染防止策に努めます。

受講生の皆さまへお願い
◦症状がない場合でもマスクの着用は原則お願いします(未

就学児は除く)が、他者と身体的距離(2ｍ以上を目安)が確
保でき、かつ会話をほとんど行わない時は着用を一律には
求めません。また、各講座会場の方針に従うようにしてく
ださい。

◦講座会場入室前退室後に手洗い・手指の消毒をお願いしま
す。

◦講座受講後概ね３日間以内に新型コロナウイルス感染が
判明した場合は、事務局へ速やかにお知らせください。

とよかわオープンカレッジ（講師・受講生）で
感染が確認された場合
◦直近の講座開催日が休講となり、補講を開催することとなります。緊急の場合

は電話連絡致しますが、おはがき等でお知らせする場合もあります。

新型コロナウイルス感染拡大防止策について

講座案内書の掲載内容について
こちらに掲載されている内容は、2月6日現在のものとなります。最新の情報
は、とよかわオープンカレッジのホームページをご覧いただくか、事務局ま
でお問合せください。

■■増：定員超過時、同曜日・会場等において別日程の講座を増設予定 各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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No. 講　座　名 講師名 日　程 曜日 講座時間 定員 会場 受講料
（円）

教材費
（円）

20
気軽に楽しくルーシーダットン（桜ミ）
誰でも出来るタイ式ヨガ＆ＳＥＮセルフマッサージ
で体を整えます。運動苦手・初めての方も大歓迎。

内藤友有子 5/18、6/1、6/15、7/6、7/20、
8/3、8/17、9/7、9/21、10/5 木 10:00～11:30 18 桜ミ 7,000 なし

21
もっとルーシーダットン＆ストレッチーズ
タイ式ヨガとストレッチーズを使って心と身体を
癒しましょう。運動苦手・初めての方も大歓迎！

■※2
内藤友有子 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、

7/25、8/8、8/22、9/12、9/26 火 13:00～14:30 15 プ生 7,000 7,260 
(新規のみ)

22
もっとルーシーダットン＆ストレッチーズ
タイ式ヨガとストレッチーズを使って心と身体を
癒しましょう。運動苦手・初めての方も大歓迎！

■※2
内藤友有子 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、

6/15、6/22、6/29、7/6、7/13 木 19:00～20:30 18 プ生 7,000 7,260 
(新規のみ)

23
リフレッシュストレッチ＆ルーシーダットン
体を動かす気持ちよさを感じ、基礎体温、代謝、免
疫力UPをねらいます。心も体もリフレッシュ!

内山あゆみ 5/17、6/7、6/21、7/5、7/19、
8/2、8/16、9/6、9/20、10/4 水 10:00～11:30 15 御生 7,000 なし

24
ツボで巡らす経絡・筋膜リリース＆倍音ヨガ
クリスタルボウルの響きに包まれ、ツボで経絡の詰
まりや硬い筋膜を緩めるゆっくりヨガで不調改善。

藤田　京子 5/15、6/5、6/19、7/3、7/17、
8/7、8/21、9/4、10/2、10/16 月 13:30～15:00 15 勤福 7,000 500

25
デトックスヨガ（午前）
疲れや悩みを手放してスッキリ。自分で自分を癒
します。１０年先も心身ともに健康を目指します。

中島　真希 5/16、6/6、6/20、7/4、7/18、
8/1、9/5、9/19、10/3、10/17 火 10:00～11:30 20 勤福 7,000 200 

(新規のみ)

26
デトックスヨガ（午後）
疲れや悩みを手放してスッキリ。自分で自分を癒
します。１０年先も心身ともに健康を目指します。

中島　真希 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、
7/25、8/29、9/12、9/26、10/10 火 13:30～15:00 20 勤福 7,000 200 

(新規のみ)

27
リラックスヨガ（午前）
疲れ、溜まっていませんか？頑張りすぎていません
か？心と体をスッキリリセット！初心者さん歓迎。

中島　真希 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、
7/25、8/8、9/12、9/26、10/10 火 10:00～11:30 20 勤福 7,000 200 

(新規のみ)

28
リラックスヨガ（午後・小坂井生）
ヨガは自分で体と心を整えていく健康法です。
１０年先も元気な体を目指しましょう！

中島　真希 5/16、6/6、6/20、7/4、7/18、
8/1、9/5、9/19、10/3、10/17 火 13:30～15:00 20 小生 7,000 200 

(新規のみ)

29
ゆるふわストレッチ＆ヨガ（桜ミ）
無理せず頑張らず、ゆったりとした動きでこころと
からだをほぐしましょう。初めての方も大歓迎♪

山本美果梨 5/17、6/7、6/21、7/5、7/19、
8/2、8/30、9/6、9/20、10/4 水 10:30～12:00 20 桜ミ 7,000 なし

30
ゆるふわストレッチ＆ヨガ（プ生）
無理せず頑張らず、ゆったりとした動きでこころと
からだをほぐしましょう。初めての方も大歓迎♪

山本美果梨 5/11、5/25、6/8、6/22、7/13、
7/27、8/10、8/24、9/14、9/28 木 10:30～12:00 20 プ生 7,000 なし

31
ボディメイクヨガ
骨格を正しい位置に戻す動きとボディメイクに特
化したポーズを取り入れたヨガを行います。

杉浦　千晶 5/17、6/7、6/21、7/5、7/19、
8/2、8/16、9/6、9/20、10/4 水 13:30～15:00 20 桜ミ 7,000 なし

32
ゆるりヨガ
ごろんと仰向けから始めるストレッチ。優しいヨガ
のポーズで体を整えます。初めての方も大歓迎！

一楽　くり 5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/25、9/8、9/22、10/13 金 10:00～11:30 15 八生 7,000 なし

33
心と身体をスッキリ！リフレッシュヨガ
ゆったりとした呼吸で、身体を内側から整えてい
きます。どなたでも気軽に一緒に始めましょう。

木下　幸子 5/19、6/2、6/16、7/7、7/21、
8/4、8/18、9/1、9/15、10/6 金 19:00～20:30 15 プ生 7,000 なし

34
笑いヨガ（ラフターヨガ）で人生を楽しく
笑うことで健康になりましょう。ストレス解消や
病気の予防にも効果が期待できる。

佐野　和博 5/17、5/31、6/21、7/5、7/19、
8/2、8/16、9/6、9/20、10/4 水 10:00～11:30 15 勤福 7,000 500

35
男性も女性も楽しく、ほぐし体操（月）
一生涯自分の足で歩ける体作りを基本とした体操
です。筋肉をゆるめて楽しく猫背予防。

野崎妃三枝 5/15、6/5、6/19、7/3、7/17、
8/7、8/21、9/4、10/2、10/16 月 13:30～15:30 15 プ生 7,000 110 

(新規のみ)

36
アシラックス、ほぐし体操。猫背予防（水）
一生涯自分の足で歩ける体作りを基本とした体操
です。ストレスを無くして猫背予防。

野崎妃三枝 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12、
7/26、8/9、8/23、9/13、9/27 水 13:30～15:30 15 プ生 7,000 110 

(新規のみ)

37
猫背予防、ほぐし体操（金・プリオ生）
一生涯自分の足で歩ける体作りを基本とした体
操。からだが、かたくても大丈夫。

野崎妃三枝 5/19、6/2、6/16、7/7、7/21、
8/4、8/18、9/1、9/15、10/6 金 13:30～15:30 15 プ生 7,000 110 

(新規のみ)

38
ほぐし体操、猫背予防（金・小坂井生）
一生涯自分の足で歩ける身体作りを基本とした体
操。インナーマッスルをきたえて、更年期予防。

野崎妃三枝 5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/25、9/8、9/22、10/13 金 13:30～15:30 18 小生 7,000 110 

(新規のみ)

39
足を育てる 残りの人生を元気に生ききる
足の手入れ、足を強くする運動、元気でいるコツを
学び練習しましょう。

堀田　智弘 5/8、6/12、7/10、8/28、9/11 月 13:30～15:00 15 プ生 3,500 1,000(新規) 
300(継続)

40
脳トレ＋運動で若返り！ライフキネティック
体を動かして運動不足解消！頭を使って認知症予
防！みんなで楽しく体を動かして脳トレする講座！

五百目　吏 5/8、5/22、6/12、6/26、7/10、
7/24、8/28、9/11、9/25、10/23 月 13:30～15:00 16 やホ 7,000 なし

41
フラメンコのリズムで健康づくり
シニア男女の方を対象にしたゆっくりとした健康
体操です。スペインの踊りも取り入れています。

古橋　紀子 5/18、6/1、6/15、7/6、7/20、
8/3、8/17、9/7、9/21、10/5 木 10:30～11:45 15 やホ 7,000 なし

42
美しき癒しのエクササイズ（ＮＯＳＳ）
いつまでも美しく健康な身体作りにオススメ！伝統
と癒しと最新スポーツ科学を融合した運動です。

山口　倫未 5/25、6/8、6/22、7/13、7/27、
8/10、8/24、9/14、9/28、10/12 木 13:30～15:30 15 桜ミ 7,000 3,000

43
楊名時八段錦太極拳　入門～初級
太極拳を体験したい方、初めての方、基本からゆっ
くりやってみたい方向け。中高年の方におすすめ。

山本　正子 5/16、6/6、6/20、7/4、7/18、
8/1、9/5、9/19、10/3、10/17 火 13:30～15:00 18 やホ 7,000 なし

44
楊名時八段錦太極拳 入門～初級（小生）
太極拳を体験したい方、初めての方、基本からゆっ
くりやってみたい方へ、中高年の方におすすめ。

山本　正子 5/11、5/25、6/8、6/29、7/13、
7/27、8/10、8/24、9/14、9/28 木 14:00～15:30 18 小生 7,000 なし

45
楊名時八段錦太極拳　中級
二十四式太極拳を楽しみます。自分本来の力を高
めて、健康な心と体作りを！再挑戦の方も可。

山本　正子 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、
7/25、8/8、8/22、9/12、9/26 火 10:30～12:00 18 やホ 7,000 なし

46 初めての社交ダンス
社交ダンスを習得すれば人生楽しく送れます。

塩野谷禮吉 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、
7/25、8/8、8/22、9/12、9/26 火 10:00～11:30 10 御生 7,000 なし

各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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47
はじめてのＫＰＯＰダンス＆ストレッチ
KPOPダンスを専門用語なしで、楽しく踊ってみ
ましょう。

イチノユミ 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12 水 13:00～14:30 15 小生 3,500 なし

48
ミセスコン経験からのウォーキングレッスン
オシャレをしてお気に入りの靴を履いてキレイに
歩いて欲しい。私の経験で得た事をお伝えします。

吉池　奈代 5/8、5/22、6/12、6/26、7/10 月 10:30～12:00 15 やホ 3,500 なし

◉フラワー（全8講座）

49
プリザーブドフラワーアレンジ
バラの開花を取り入れ、プリザーブド加工済みの
花材を使い、季節ごとのアレンジを作る。

内山　智子 5/12、6/9、7/14、9/8、10/13 金 10:30～12:00 12 プ生 3,500 12,500

50
休日に習うプリザーブドフラワーアレンジ
色々な種類の花を使い、季節ごとのアレンジをす
る。バラを開花するので豪華なアレンジが出来る。

内山　智子 6/3、7/1、8/5、9/2、10/7 土 10:30～12:00 12 プ生 3,500 12,500

51
夜間に習うプリザーブドフラワーアレンジ
バラの開花を取り入れ、プリザーブド加工済みの
色々な花材を使い、季節ごとのアレンジを作る。

内山　智子 5/25、6/22、7/27、8/24、9/28 木 19:00～20:30 12 プ生 3,500 12,500

52
フラワーアレンジメント（木曜・午前）
初めての方でも安心して受講して頂けます。花材が
豊富です。季節を感じながら楽しくいけて下さい。

金井三千代 5/18、6/15、7/20、9/21、10/19 木 10:30～12:00 10 プ生 3,500 10,000

53
フラワーアレンジメント（金曜・夜）
初めての方でも安心して受講して頂けます。花材が
豊富です。季節を感じながら楽しくいけて下さい。

■■増
金井三千代 5/12、6/9、7/14、9/8、10/13 金 19:00～20:30 10 プ生 3,500 10,000

54
ボタニカル生活の一歩
オシャレなおうちにする一歩としてボタニカル生
活を始めてみませんか？そんな一歩のお手伝い。

渡邊万美子 6/1、7/6、8/3、9/7、10/5 木 10:30～12:00 15 プ生 3,500 10,000

55
癒しの苔で楽しく制作しよう（金・午後）
思い出の自然風景をガラスの器の中に再現しま
す。生の苔、石、植物やミニチュア動物を使います。

松井　馨可 5/12、6/9、7/14、8/4、9/8 金 14:00～15:30 12 プ生 3,500 10,000

56
癒しの苔で楽しく制作しよう（土・午前）
思い出の自然風景をガラスの器の中に再現しま
す。生の苔、石、植物やミニチュア動物を使います。

松井　馨可 5/13、6/10、7/1、8/5、9/9 土 10:30～12:00 12 プ生 3,500 10,000

◉リラクゼーション、心理（全7講座）

57
人間関係に役立つやさしい心理学
目からうろこの簡単実践心理学。いろんな「気づ
き」をいっしょに体験。初心者大歓迎。

村松ちえみ 5/20、6/24、7/15、8/19、9/16 土 10:00～11:30 20 桜ミ 3,500 2,000(新規) 
500(継続)

58
脳科学から子どもの未来を創る母親コース
学校や塾で教えてくれない、自分自身が活躍でき
るために身体と心について本気で考えよう。

谷　明美 5/13、6/10、7/8、8/5、9/9 土 10:30～12:00 15 プ生 3,500 3,500

59
自分らしく生きるための「かずいろ」数秘術
お誕生日から導き出す強みや使命数で自分の生きる
コツを知ると日常に優しさと彩りが加わります。

■※3
高橋　優子 5/20、6/3、6/17、7/1、7/15 土 14:00～15:30 15 小生 3,500 500

60
はじめてのタロットカード
大アルカナカードを理解し、ワンオラクルやツー
カードではじめての人でも占える方法を学びます。

■※4
藤城　信子 5/20、6/3、6/17、7/1、7/15、

8/5、8/19、9/2、9/16、10/7 土 18:30～20:00 15 プ生 7,000 6,300

61
アロマセラピーで毎日をちょっと心豊かに
アロマセラピーを日々の暮らしに取り入れなが
ら、自分で自分を幸せにしていく方法を学びます。

近藤　春美 5/16、6/20、8/1、9/19、10/17 火 10:00～11:30 15 桜ミ 3,500 2,500

62
アロマで心と身体を元気に！そして幸せに！
精油の優しい香りとエネルギーを使って、心と身体
を元気に幸せにしていく方法を学んでいきます。

近藤　春美 5/19、6/16、7/21、8/18、9/15 金 10:00～11:30 15 桜ミ 3,500 2,500

63
ようこそ！アロマの世界へ
優しい香りの精油を使って、大切な自分の心と身
体のアロマケアを学びます。

森　美津子 5/9、6/13、7/11、8/8、9/12 火 19:00～20:30 15 プ生 3,500 2,500

◉伝統文化（全7講座）

64
ふろしきでエコライフ
循環型社会への高まりの中でふろしきに視線。
活用してみてはいかがですか。

川崎千鶴子 8/1、8/8、8/22、8/29、9/5 火 10:30～12:00 15 プ生 3,500 500

65
きつけと礼法(初級～中級）
初級は衿付体型補正・着くずれない着方・マナーを
学び、中級は自分で着付けが出来るようにします。

■※5
川崎千鶴子 5/16、5/23、5/30、6/6、6/13、

6/27、7/4、7/11、7/18、7/25 火 10:30～12:00 20 プ生 7,000 3,000

66
きものを楽しむ基本とマナー（１週目）
頭と身体の運動に着物が素敵。鏡を見ないので簡
単に着るコツと作法が身につく。年齢は問わず。

小森貴美代 5/31、6/7、7/5、9/6、10/4 水 10:00～12:00 10 小生 3,500 3,500

67
きものを楽しむ基本とマナー（４週目）
頭と身体の運動に着物が素敵。鏡を見ないので簡
単に着るコツと作法が身につく。年齢は問わず。

小森貴美代 5/24、6/28、7/26、8/23、9/27 水 10:00～12:00 10 小生 3,500 3,500

68
初歩の茶道（裏千家）
初めてのあなたへ！ちょっとお茶の世界をのぞいて
みませんか？新しい発見があるかもしれません。

小澤　加代 5/23、6/13、6/27、7/11、7/25、
8/8、8/22 、9/12、9/26、10/10 火 14:00～16:00 20 桜ミ 7,000 3,000

69
はじめての煎茶（煎茶賣茶流）（桜・午前）
煎茶の味わい方、客の作方、見て学ぶ煎茶の所作。
気軽に煎茶に触れていただく講座です。

松井　良子 5/26、6/23、7/28、8/25、9/22 金 10:30～12:00 10 桜ミ 3,500 2,500

70
はじめての煎茶（煎茶賣茶流）（プ生・夜）
煎茶の味わい方、客の作法、見て学ぶ煎茶の所作。
気軽に煎茶に触れていただく講座です。

松井　良子 5/12、6/9、7/14、9/8、10/13 金 19:00～20:30 10 プ生 3,500 2,500

■■増：定員超過時、同曜日・会場等において別日程の講座を増設予定 各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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◉趣味、生活、料理（全19講座）

71
可愛い楽しい飾り巻き寿司
季節に因んだものや動物、キャラクター等をデザ
インした楽しい飾り巻き寿司を作ります。

渡邊　幹予 6/2、7/7、8/4、9/1、10/6 金 10:00～12:00 12 勤福 3,500 5,300

72
カリウム・リン・塩を抑えたおいしい料理
家庭料理にひと手間加えることで、食事制限のあ
る人にも、家族にも、おいしい料理を作ります。

稲田　彩子 5/9、6/13、7/11、8/1、9/12 火 10:00～12:00 15 勤福 3,500 3,000

73
気楽に飲もう中国茶（桜ミ・午後）
中国茶の体系を知り、実際に飲んで覚えます。
茶葉に合ったお茶うけ、スイーツ付き。

中尾　明子 5/17、6/21、7/19、8/16、9/20 水 14:00～16:00 15 桜ミ 3,500 5,000

74
気楽に飲もう中国茶（小生・夜）
中国茶の体系を知り、実際に飲んで覚えます。
茶葉に合ったお茶うけ、スイーツ付き。

中尾　明子 5/10、6/14、7/12、8/9、9/13 水 19:00～21:00 12 小生 3,500 5,000

75
暮らしと心を整える　整理収納
整理収納のコツさえつかめば、人生が変わる。家の
中も、心もスッキリ、幸せな毎日がやってくる。

鈴木　宏美 5/10、6/14、7/12、8/9、9/13 水 10:30～12:00 20 プ生 3,500 500

76
７０歳までに始めるライフデザインと終活
人生１００年時代。これからの人生を自分らしく楽
しく過ごす為ライフデザインをしてみませんか？

窪小谷良一 5/27、6/24、7/22、8/26、9/30 土 13:30～15:00 20 プ生 3,500 1,100

77
Nゲージとは何だろう
自己満足の世界にようこそ！スローライフで東武
鉄道「リバティ」３両編成を作って走らせよう。

磯部　和昌 5/8、5/22、6/12、6/26、7/10、
7/24、8/14、8/28、9/11、9/25 月 13:30～15:30 15 プ生 7,000 2,200

78
将棋を楽しみながらボケ防止を！初級者用
２つの講座に分け、当講座は初級者用（１２級以下
及び新規受講者向け）とします。

岡田　栄生 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12、
7/26、8/9、8/23、9/13、9/27 水 10:30～12:30 20 プ生 7,000 1,000

79
将棋を楽しみながらボケ防止を！中級者用
２つの講座に分け、当講座は中級者用（１１級以上
主にリピーター向け）とします。

岡田　栄生 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12、
7/26、8/9、8/23、9/13、9/27 水 14:00～16:00 20 小生 7,000 1,000

※何講座でもお申込みできますが、1枚の往復はがきで1講座ずつお申込みください。（連名でのお申込みはできません。）
※市販の往復はがきでも下の往復はがきと同じ内容を記載してお申込みできます。
　①講座番号②講座名③氏名④フリガナ⑤生年月日⑥性別⑦郵便番号⑧住所⑨電話番号、親子向けの場合は他に⑩お子さんの氏名⑪生年月日⑫性別をご記入ください。
※障害のある方の参加も可能です。事務局までお申出（ご相談）ください。

各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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※障害のある方の参加も可能です。事務局までお申出（ご相談）ください。
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No. 講　座　名 講師名 日　程 曜日 講座時間 定員 会場 受講料
（円）

教材費
（円）

80
楽しく脳トレ 初心者にもやさしい健康麻雀
基礎知識の習得から実践に臨めるようになるま
で、初めての方でも簡単に麻雀が楽しめます。

長谷川　弘 5/8、5/22、6/12、6/26、7/10、
7/24、8/28、9/11、9/25、10/9 月 10:30～12:30 20 プ生 7,000 2,000

81
あなたもマジシャン
身近にある物を使ってマジックを楽しみます。
マジックを通して、周りの人を笑顔にしましょう。

春田　文子 5/28、6/11、6/25、7/9、7/23、
8/27、9/10、9/24、10/8、10/22 日 13:30～15:00 15 プ生 7,000 2,000

82
楽しくマンツーマンで学ぶパソコン
分かり易い自作テキストと親切指導員のゆっくり指
導で、初心者のあなたもステップアップします！

■※6
中村　良裕 5/10、5/24、5/31、6/7、6/14、

6/28、7/5、7/12、7/19、7/26 水 13:30～15:30 15 プ生 7,000 1,000

83
スマホ写真をパソコンの大画面でアルバムに
スマホに写真が沢山貯まっていませんか？
パソコンに移して楽しいアルバムを作りましょう。

■※6
木内　英雄 8/23、8/30、9/6、9/13、9/27 水 13:30～15:30 20 プ生 3,500 1,000

84
初心者のためのパソコン入門＆活用コース
せっかくパソコンを持っているならめいっぱい活
用して楽しんじゃいましょう。基礎から学べます。

■※6
鈴木菜穂子 5/16、5/30、6/13、6/27、7/11 火 10:30～12:00 16 プ生 3,500 1,500

85
初心者も安心！エクセル入門＆活用コース
自己流の方も初めての方もエクセルを基本からしっ
かり学べます。表やグラフ、関数もバッチリです。

■※6
鈴木菜穂子 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、

6/15、6/22、6/29、7/6、7/13 木 10:30～12:00 16 プ生 7,000 1,500

86
初心者も安心！ワード入門＆活用コース
ワードを使えば書類やチラシを自由自在なアレン
ジで作成できます。基礎から応用まで学べます。

■※6
鈴木菜穂子 8/3、8/10、8/17、8/24、8/31、

9/7、9/14、9/21、9/28、10/5 木 10:30～12:00 16 プ生 7,000 1,500

87
楽しい！iPhone入門・活用コース
初めての方もiPhoneを基礎からしっかり楽しく
学べます。

■※7
鈴木菜穂子 5/9、5/16、5/23、5/30、6/13 火 13:30～15:00 16 プ生 3,500 1,500

88
Androidスマホを１から学ぶ 入門編
スマホはシニア世代に必須の道具。基本をゆっく
り学んで、楽しみながら暮らしに活かしましょう。

■※8
江頭　淑子 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、

6/15、6/22、6/29、7/6、7/13 木 14:00～16:00 20 御生 7,000 2,000

89
Androidスマホを詳しく学ぶ 活用編
少しレベルアップしてセキュリティやＬＩＮＥ便
利技、暮らしに役立つアプリを詳しく紹介します。

■※8
江頭　淑子 8/3、8/10、8/17、8/24、8/31、

9/7、9/14、9/21、9/28、10/5 木 14:00～16:00 15 御生 7,000 2,000

各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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No. 講　座　名 講師名 日　程 曜日 講座時間 定員 会場 受講料
（円）

教材費
（円）

◉絵画、美術、音楽（全31講座）

90 二胡を弾こう（初級～中級）（豊川生）
二胡は、奥深い楽器で、生涯楽しむことができます。

■※9
松野　知子 6/6、7/4、8/1、9/5、10/3 火 10:30～12:00 15 豊生 3,500 3,000 

(新規のみ)

91 二胡を弾こう（初級～中級）（一宮生）
二胡は、奥深い楽器で、生涯楽しむことができます。

■※9
松野　知子 5/23、6/27、7/25、8/22、9/26 火 10:30～12:00 15 一生 3,500 3,000 

(新規のみ)

92
現役二胡奏者Nancy＋による楽しい二胡
現代二胡の第一人者ウェイウェイ・ウーの愛弟子
が二胡を美しい音色で奏でるコツを教えます☆

■※9
加藤　伸江 5/11、5/25、6/8、6/22、6/29、

7/13、8/3、8/24、9/14、9/28 木 13:30～15:30 20 小文 7,000 4,750

93
心のハーモニカ（水曜）
初中級の演奏技術を学びます。手軽な楽器で健康
作り、懐かしい名曲を一緒に合奏しましょう。

■※10
山川　和明 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12、

7/26、8/9、8/23、9/13、9/27 水 13:30～15:30 15 御文 7,000 2,200(新規) 
200(継続)

94
心のハーモニカ（金曜）
中上級の演奏技術を学びます。腹式呼吸で健康維
持。懐かしい名曲を一緒に合奏しましょう。

■※10
山川　和明 5/19、6/2、6/16、7/7、8/4、

8/18、9/1、9/15、10/6、10/20 金 13:30～15:30 15 御文 7,000 2,200(新規) 
200(継続)

95
心のハーモニカ（土曜）
中級の演奏技術を学びます。生涯楽しめ健康維持、
懐かしい名曲を一緒に合奏しましょう。

■※10
山川　和明 5/13、5/27、6/10、6/24、7/8、

7/22、8/26、9/9、9/23、10/14 土 13:30～15:30 15 御生 7,000 2,200(新規) 
200(継続)

96
オカリナを吹こう（初級）
オカリナ初心者を対象にしたクラスで、基礎を中心
に学び、やさしい曲を合奏して音楽を楽しみます。

■※11
小嶋　良夫 5/25、6/15、7/13、8/10、9/14 木 13:30～15:30 15 御文 3,500 1,600(新規) 

400(継続)

97
オカリナを吹こう（初中級Ａ）
オカリナ経験５年未満の方を対象にしたクラスで、
基礎練習と色々な曲を合奏して音楽を楽しみます。

■※11
小嶋　良夫 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4 水 13:30～15:30 20 御文 3,500 4,700(新規) 

2,700(継続)

98
オカリナを吹こう（初中級Ｂ）
オカリナ経験者向けの初中級クラスで、基礎練習
と色々な曲を合奏して音楽を楽しみます。

■※11
小嶋　良夫 5/17、6/21、7/19、8/16、9/20 水 13:30～15:30 20 御文 3,500 4,200(新規) 

2,200(継続)

99
オカリナを吹こう（中級）
オカリナ経験者向けのクラスで、レベルアップを図
りながら、色々な曲を合奏して音楽を楽しみます。

■※11
小嶋　良夫 6/3、7/1、7/29、9/2、9/30 土 13:30～15:30 20 御生 3,500 4,700(新規) 

2,000(継続)

100
オカリナを吹こう（上級）
オカリナ経験者のクラスで、アンサンブルを通し
て美しいハーモニーを磨き、音楽を楽しみます。

■※11
小嶋　良夫 5/9、5/30、6/27、7/25、8/22 火 13:30～15:30 15 御文 3,500 4,600(新規) 

200(継続)

101
誰でも弾ける！人生を楽しむ脳トレピアノ®
音楽で若返り、脳を活性化させるメソッドでいきい
き音楽ライフを１本指から弾ける簡単レッスン！

■※12
伊藤　千絵 5/18、6/1、6/15、7/13、7/27、

8/3、8/24、9/7、9/21、10/5 木 10:30～12:00 10 一生 7,000 2,000～

102
ウクレレで唄ってみよう
誰でも手軽に弾けるウクレレ始めてみましょう。
楽しいです。

■※13
井上　利成 5/16、5/30、6/6、6/20、7/4、

7/18、8/1、9/19、10/3、10/17 火 13:30～15:00 15 勤福 7,000 500

103
始めよう フォークギターの弾き語り！
できる限りやさしく、わかりやすくギターの弾き語
りの楽しさを知っていただきたいと思っています。

井上　利成 5/18、6/1、6/15、7/6、7/20、
8/3、8/17、9/7、9/21、10/5 木 19:30～21:00 15 小生 7,000 500

104
唄おう ハモろう フォーク＆ポップス
受講生さんのフォークソングリクエスト曲を、
ギター＆パソコン演奏で楽しみながら唄いましょう。

福澤　賢一 5/17、6/7、6/21、7/5、7/19、
8/2、8/16 、9/6、9/20、10/4 水 14:00～15:30 15 小文 7,000 500

105
唄おう　フォークソング（木曜）
受講生さんのフォークソングリクエスト曲を、
ギター＆パソコン演奏で楽しみながら唄いましょう。

福澤　賢一 5/18、6/1、6/15、7/6、7/20、
8/17、9/7、9/21、10/5、10/19 木 13:30～15:00 15 勤福 7,000 500

106
唄おう　フォークソング（金曜）
受講生さんのフォークソングリクエスト曲を、
ギター＆パソコン演奏で楽しみながら唄いましょう。

福澤　賢一 5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/18、9/8、9/22、10/13 金 14:00～15:30 15 勤福 7,000 500

107
いきいき歌う会
月１回の講座です。皆で楽しい歌の時間を持ちま
しょう。様々なジャンルの歌を選曲しています。

安形　久子 5/20、6/17、7/15、8/19、9/16 土 13:30～15:30 20 小生 3,500 1,500

108
楽しくスタート・英語で懐かしポップス入門
簡単な懐かしポップスや伝統歌をゆっくり歌いなが
ら音楽技術と英語の初歩を楽しく丁寧に学びます。

藤田　京子 5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/11、9/8、9/22、10/13 金 10:00～11:30 15 勤福 7,000 1,000

109
ゆっくり楽しく・英語で懐かしポップス初級
懐かしポップスやジャズの名曲を英語で自信をもっ
て歌えるための効果的な技術を楽しく学びます。

藤田　京子 5/19、6/2、6/16、7/7、7/21、
8/4、8/18、9/1、9/15、10/6 金 10:00～11:30 15 勤福 7,000 1,000

110
楽しく実力up！英語で懐かしポップス挑戦
懐かしのポップスやジャズの名曲で英語力、歌唱力、
表現力がさらに上達する技術を楽しく学びます。

藤田　京子 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、
7/25、8/29、9/12、9/26、10/10 火 13:30～15:00 15 勤福 7,000 1,000

111
昭和歌謡＆歌ストレッチで楽しくのどトレ
昭和歌謡の名曲を歌いながら全身の健康バランス・
若々しい声作り・歌の表現法を楽しく学びます。

藤田　京子 5/8、5/22、6/12、6/26、7/10、
7/24、8/28、9/11、9/25、10/23 月 13:30～15:00 15 勤福 7,000 500

112
歌って健口、リズムで脳トレ！
身体や手指の運動を加え認知・心肺・口腔機能の維
持や脳の活性化を図り、若返りを目指します。

田中　和子 5/18、6/1、6/15、7/6、7/20、
8/3、8/17、9/7、9/21、10/5 木 10:00～11:30 15 勤福 7,000 200

各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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（円）

教材費
（円）

113
思い出の童謡や唱歌、懐メロを歌いましょう
認知機能への刺激、口腔・心肺機能の維持を念頭に
置き楽しく認知症予防の一助を目指します。

■■増

田中　和子 5/20、6/17、7/15、8/19、9/16 土 14:00～15:30 15 勤福 3,500 100

114
歌って若々しくなろう♪ボイトレ入門
個々の課題をていねいに指導します。みんなで一
緒にクリアしてイキイキ歌いましょう♪

後藤　由恵 5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/25、9/8、9/22、10/13 金 13:30～15:00 10 小生 7,000 500

115
西洋美術鑑賞 イタリアルネサンスの美術
レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケラン
ジェロ、ティツィアーノらの作品を鑑賞します。

宮本　昭義 5/20、6/17、7/15、8/19、9/16 土 14:00～15:30 20 桜ミ 3,500 2,000

116
西洋美術鑑賞 フランス印象派の絵画
西洋絵画の近代化を成し遂げ日本洋画の礎となった
印象派のモネやルノワールらの作品を鑑賞します。

宮本　昭義 5/28、7/2、8/6、9/3、10/1 日 14:00～15:30 20 桜ミ 3,500 2,000

117
はじめての水墨画 花・山水画が描けます
水墨画は、墨の濃淡やぼかしで、五彩感覚を表現す
る、とっても魅力的な絵画です。

波多野ミチ子 5/18、6/1、6/15、7/6、7/20、
8/3、8/17、9/7、9/21、10/5 木 10:00～11:30 15 御生 7,000 1,500

118
初めてでも描ける水彩画
基本的な制作手順と画材等の扱いを理解しながら楽
しく作品制作します。初心者歓迎、写実絵画です。

■※14
島浦　孝全 5/13、5/27、6/10、6/24、7/1、

7/22、8/5、8/26、9/9、9/30 土 14:00～16:00 30 プ生 7,000 1,600(新規) 
1,100(継続)

119
和と輪が広がる パステル和アート
絵心ないと思っている方、描いた事ない方こそ大歓
迎！気軽に誰にでも楽しめる癒しのアートです。

■■増

竹下加代子 5/11、6/8、7/13、8/10、9/14 木 13:30～15:00 15 プ生 3,500 2,000(新規) 
1,000(継続)

120
余暇にアクリル画を楽しもう
水彩画とは一味違ったアクリル絵の具で色々な絵
を楽しく描きましょう。初心者大歓迎です。

石山　文昭 5/15、6/5、7/3、8/7、9/4 月 13:30～15:30 15 プ生 3,500 なし

◉教養、文学、語学（全20講座）

121
わかりやすい相続・遺言・成年後見と税知識
相続知識や成年後見制度、遺言の作成方法について
学び、手続きが行えるようにアドバイスをします。

岩附　佑治 6/10、7/8 、8/12、9/9、10/14 土 10:00～12:00 20 桜ミ 3,500 500

122
知っておきたい「相続」の基礎知識
全く法律の知識がない方を対象として、具体例を
交え、わかりやすく説明する。講師は行政書士。

土本　真裕 5/17、6/21、7/19、8/16、10/18 水 14:30～16:00 20 音生 3,500 なし

123
「土地」「建物」の法律知識

土地や建物を売る、買う、貸す、借りる、家を建てる
際に知っておくべき法律知識をお話します。

土本　真裕 5/10、6/14、7/12、8/9、10/11 水 14:30～16:00 20 音生 3,500 なし

124
60歳になる前に知ってほしい年金の話
いわゆる年金の老齢年金と万が一のときの障害年
金及び、遺族年金を分かり易く解説する。

田中　大二 6/10、7/8、8/12、9/9、10/14 土 14:00～16:00 10 桜ミ 3,500 500

125
くらしの中の数学
なぜそうなるのか？を筋道立てて考え、答えを導
く面白さを体感する。数学が苦手な方こそ大歓迎。

細井　博史 5/11、6/8、7/13、8/10、9/14 木 14:00～15:30 15 プ生 3,500 570位

126 海外へ行こう初級英語
海外旅行時に使う英語を、楽しく、勉強しましょう。

佐々木由佳 5/8、5/22、5/29、6/12、6/19、
6/26、7/3、7/10、7/24、7/31 月 10:00～11:30 20 勤福 7,000 1,000

127
楽しく学ぶ英語の基本
忘れてしまった中学英文法の基礎をもう一度勉強
して話せる英語をめざしましょう。

佐々木由佳 5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、
6/15、6/22、6/29、7/6、7/13 木 10:00～11:30 20 勤福 7,000 1,000

128
はじめての韓国語
この授業では、ハングルの仕組みと文字の読み方
から自己紹介までの過程を学びます。

李　建胤 5/10、5/17、5/24、6/7、6/14、
6/28、7/12、7/19、7/26、8/9 水 10:00～11:30 20 御生 7,000 800

129
韓国語初級１
この授業では、教科書に沿って進めて行きます。
合わせて作文の練習も行います。

李　建胤 5/23、5/30、6/6、6/20、6/27、
7/4、7/11、7/18、8/1、8/8 火 19:00～20:30 20 プ生 7,000 なし

130
韓国語初級２
教科書に沿って文法の使い方を学び、それを会話
で使う練習をします。

李　永子 5/11、5/18、5/25、6/8、6/15、
6/22、7/6、7/13、7/20、8/3 木 19:00～20:30 20 プ生 7,000 なし

131 韓国語初級８
学習した文法や表現を使いながら会話をします。

李　永子 5/9、5/16、5/23、6/6、6/13、
6/20、7/4、7/11、7/18、8/1 火 10:00～11:30 20 御生 7,000 なし

132
「万葉集」まほろばの名歌を読む

代表的な万葉歌人・山上憶良の歌を読んでいきま
す。日本人の心のふるさとに案内します。

小池　保利 5/11、5/25、6/8、6/22、7/13、
7/27、8/10、8/24、9/14、9/28 木 14:00～16:00 20 プ生 7,000 1,000

133
百人一首恋の歌を読む
古典和歌の代表・百人一首の中でも人気のある恋
の歌を読み解きます。文学と心理学から迫ります。

小池　保利 5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/25、9/8、9/22、10/13 金 14:00～16:00 20 プ生 7,000 1,000

134
日曜書道（初級）
基礎から始めますので初心者にも無理なく学べま
す。日曜日の午後、心静かに毛筆を楽しみませんか。

林　修生 5/21、6/4、6/18、7/2、7/16、
8/6、8/20、9/17、10/1、10/15 日 13:30～15:00 15 プ生 7,000 2,300

135 日曜書道（中級）
日曜日の朝、心静かに毛筆を楽しみませんか？

林　修生 5/21、6/4、6/18、7/2、7/16、
8/6、8/20、9/17、10/1、10/15 日 10:30～12:00 15 プ生 7,000 2,500

各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。■■増：定員超過時、同曜日・会場等において別日程の講座を増設予定
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136
文字がお洒落に大変身！筆文字あーと 初級
初心者でも書け、書道経験のない方、字を書くのが
苦手な方もあなたの文字があーとに変わります。

白井比奈子 5/18、6/15、7/20、8/17、9/21 木 13:30～15:00 15 プ生 3,500 2,500

137
文字がお洒落に大変身！筆文字あーと 中級
初級講座を受講された方を対象に、水彩絵の具や
雑貨などを使って、文字をあーと風に描きます。

白井比奈子 6/1、7/6、8/3、9/7、10/5 木 13:30～15:00 15 プ生 3,500 1,500

138
初めてでも楽しめる文字絵手紙
はがきにふでぺんで文字を書いたり、透明水彩絵の
具で絵を描いて自分だけの１枚が楽しく描けます。

星川としえ 5/20、6/17、7/15、8/19、9/16 土 13:30～15:00 15 プ生 3,500 4,000

139
誰でも楽しめる文字絵手紙
はがきにふでぺんで文字を書いたり、透明水彩絵の
具で絵を描いて自分だけの１枚が楽しく描けます。

星川としえ 5/24、6/28、7/26、8/23、9/6 水 10:30～12:00 20 プ生 3,500 4,000(新規) 
1,000(継続)

140
たのしい遊びの絵手紙
誰でもみんなアーティスト！童心にかえってのび
のび楽しく描きましょう。初心者大歓迎！

■※15
沈　美穂 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、

7/25、8/8、8/22、9/12、9/26 火 10:30～12:00 10 プ生 7,000 10,000

◉手工芸、服飾（全17講座）

141
押し花アート（気軽に楽しく）
色々な花、野菜等を押し花にして、押し花花絵額や
押し花小物を作成します。

土屋　治美 5/10、6/14、7/12、8/9、9/13 水 13:30～15:30 15 プ生 3,500 7,500(新規) 
応相談(継続)

142
ちりめん布で作るつまみ細工
初めての方でも簡単につまみ細工でお花を作るこ
とができます。

杉本　知恵 5/8、6/12、7/10、8/21、9/11 月 10:30～13:00 15 プ生 3,500 3,300

143
ひもと石のコラボ！雑貨で学ぶマクラメ編み
古くから伝わる「ひも結び」の技法を使って、ブレ
スレットやバッグなど４つの作品を作ります。

わたなべなおこ 6/5、7/3、8/7、9/4、10/2 月 10:30～12:30 15 プ生 3,500 7,500位

144
色選びでセンスアップ！ビーズアクセサリー
ワイヤーからステッチ・刺繍まで。ビーズアクセサ
リー作りの５技法を一度に学べます。

わたなべなおこ 6/5、7/3、8/7、9/4、10/2 月 13:30～15:30 15 プ生 3,500 7,000位

145
おしゃれでエレガントな布花
初めての方でもお気軽に受講できるように染色済
のキットからお作りいただきます。

柴田　綾野 5/30、6/13、7/11、8/8、9/12 火 13:00～15:00 15 桜ミ 3,500 7,700

146
簡単！かわいい！リボンワーク（アレンジ）
リボン付の布バックや季節のリース、小物等を作
ります。縫う作業はなく初めての方も楽しめます。

栁瀬　由香 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4 水 10:30～12:30 15 プ生 3,500 2,500

147
リボンで作る季節のリース春・夏・秋
月ごとのイベントや季節に合わせてリボンや造花、
布、毛糸等を使い大人可愛いリースを作ります。

栁瀬　由香 5/24、6/28、7/26、8/23、9/27 水 13:30～15:30 15 プ生 3,500 4,000

148
きめこみ人形
人形作りを通して頭と手の体操もできます。作品は
自分の宝物に。又お祝いなど手作りプレゼントで！

小森貴美代 5/16、6/6、6/20、7/4、7/18、
8/1、9/5、9/19、10/3、10/17 火 10:30～12:30 10 プ生 7,000 4,200

149
かぎ針あみと棒針あみ
皆さんの個性を生かした作品が出来、着てもらえ
るよう、アドバイスしたいと思っています。

二村のぶ子 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12、
7/26、8/9、8/23、9/13、9/27 水 14:00～16:00 20 プ生 7,000 2,500～

150
はじめての編み物（かぎ針・棒針）
基礎から学び、手作りの良さ、出来上がった喜びを
体験していただきたい。初心者歓迎致します。

宮本　久代 5/15、5/29、6/5、6/19、7/3、
7/31、8/7、8/21、9/4、9/18 月 10:30～12:00 15 プ生 7,000 500

151
技術の基本と輝く個性を！（かぎ針）
基礎もやりながら技術の他に、個性がひきたつ色、
形、柄やファッション性も追求します。

宮本　久代 5/11、5/25、6/8、6/22、7/13、
7/27、8/10、8/24、9/14、9/28 木 10:30～12:00 15 プ生 7,000 500

152
技術の基本と輝く個性を！（棒針）
基礎もやりながら、技術の他にファッション感覚
も養えるように心がけます。

宮本　久代 5/16、5/30、6/6、6/20、7/4、
7/18、8/1、8/22、9/5、9/19 火 10:30～12:00 15 プ生 7,000 500

153
紙バンドでかご作りを楽しもう 基礎コース
紙バンドで１回に１個かごを作ります。初めての方
でもキレイにできます。お家で小物の整理整頓に

高田智亜紀 5/16、6/20、7/18、9/19、10/17 火 13:30～15:30 15 プ生 3,500 3,000

154
紙バンドでバッグ作りに挑戦 応用コース
前半でパンかご、後半で少し大きめのバッグを作
ります。初心者さんでも必ず完成できちゃいます。

大澤　志保 5/23、6/27、7/25、8/22、9/26 火 13:30～15:30 15 プ生 3,500 4,500

155
木を焦がして描くウッドバーニング
電熱ペンで木を焦がしてできる濃淡で絵や模様を
描きます。セピア色の世界を楽しんでください。

小田　孝行 5/9、6/13、7/11、8/8、9/12 火 13:30～15:00 20 プ生 3,500 2,000

156
折紙（小生）
１枚の紙から折っていくと簡単に出来上がるかわ
いい作品。毎回季節の飾り物や実用小物を作る。

植松　照子 6/13、7/11、8/8、9/12、10/10 火 13:30～15:00 15 小生 3,500 4,000位

157
折紙（桜ミ）
テキストの図をみながらハサミを入れたり、のり
で貼ったりして折り上げてゆきます。

大林　正惠 5/23、6/27、7/25、8/22、9/26 火 13:30～15:30 15 桜ミ 3,500 5,000位

各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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◉親子向け講座（全28講座）

158
ペーパークラフト
親子一緒になってペーパークラフトを制作します。
親子の会話やお友達と仲よく工作をしましょう。
対象年齢：小学１年～中学３年生

鈴木　実咲 5/20、6/17、7/15、8/19、9/16 土 10:30～12:30 15 プ生 3,500 3,000

159
親子でつくろう「食品サンプル」
本物そっくりの食品サンプルを親子で作ります。
初心者ＯＫ。一日で一作品完成させます。
対象年齢：小学１年～６年生

■■増

若松佐智子 6/4、7/2、8/20、9/17、10/1 日 10:30～12:00 12 プ生 3,500 6,000

160
あの子も入賞！夏休みの絵を克服してみよう
苦手な絵がスラスラ描ける様になる！描き方のコツ
を掴んで夏休みの課題をサクッと終わらせよう！
対象年齢：小学１年～６年生

塩野　晃代 5/14、6/18、7/23、7/30、9/10 日 13:00～15:00 15 プ生 3,500 1,500

161
親子で楽しい！リボンワーク
リボンを使って、お子様用ヘア小物と雑貨を作る
講座です。作業は簡単、親子で楽しめます。
対象年齢：年中児～小学６年生

栁瀬　由香 6/3、7/1、8/5、9/2、10/7 土 13:30～15:00 15 プ生 3,500 2,500

162
キットパスであそぼうリトルアーティスト
紙にはもちろん手にも描いて簡単に消えちゃう魔
法のチョークで手形やお絵描き体験を楽しもう。
対象年齢：年少児～小学３年生

谷野　知美 5/27、6/24、7/22、8/26、9/16 土 10:30～11:30 15 プ生 3,500 2,500

163
キットパスであそぼう
紙にはもちろん手にも描いて簡単に消えちゃう魔
法のチョークで手形やお絵描き体験を楽しもう。
対象年齢：１歳～未就園児

谷野　知美 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12 水 10:00～11:00 15 御生 3,500 2,500

164
親子で楽しむ手こねパン（小生）
親子でふれあいながら、手こねで作るパン生地の
感触を味わい、パン作りの楽しさを体験します。
対象年齢：小学１年～６年生

小林　弥生 5/13、6/10、7/8、8/5、9/9 土 10:00～12:30 10 小生 3,500 5,000

165
親子で楽しむ手こねパン（勤福）
親子でふれあいながら、手こねで作るパン生地の
感触を味わい、パン作りの楽しさを体験します。
対象年齢：３歳児～小学６年生

小林　弥生 5/20、6/17、7/15、8/19、9/16 土 10:00～12:30 10 勤福 3,500 5,000

166
思いやりの心を育てる、お茶文化
日本のおもてなし文化である茶道に触れてみません
か。物を大切に扱う事で思いやりの心を育みます。
対象年齢：年少児～小学６年生

清水　早苗 5/20、5/27、6/3、6/17、7/1、
7/15、8/5 、8/19、9/2、9/16 土 10:00～11:30 10 小生 7,000 4,000

167
親子でＫＰＯＰダンス
初めての方でも大丈夫です。専門用語は使いませ
ん。楽しく踊ってみましょう。
対象年齢：年中児～小学４年生

イチノユミ 5/28、6/25、7/23、8/27、9/24 日 11:00～12:00 15 小生 3,500 なし

168
にこにこリトミック
音楽と色々な教具を使い、身体の様々な感覚機能
を刺激します。歌や絵本から、発語も刺激します。
対象年齢：年少～年長児

堀内　幸江 5/27、6/24、7/22、8/26、9/30 土 9:30～10:30 15 音生 3,500 なし

169
るんるんリトミック
音楽の要素（拍・速さ・リズム・音程等）を身体の動
きを伴って体験します。ベル演奏も行います。
対象年齢：年少～年長児

堀内　幸江 5/13、6/10、7/8、8/12、9/9 土 10:30～11:30 15 音生 3,500 なし

170
ぴよぴよリトミック
ピアノに反応して動いたり歌ったりします。親子
のリトミックで、楽しく音楽体験を重ねましょう。
対象年齢：２歳～未就園児

堀内　幸江 5/27、6/24、7/22、8/26、9/30 土 10:45～11:45 15 音生 3,500 なし

171
はじめてのバイオリン
子どもの成長は待ったなし。音楽を通しての子育
てを一緒に体験してみませんか。
対象年齢：３歳～年長児

伊藤千恵子 5/21、5/28、6/4、6/11、6/18 日 9:30～10:30 15 牛生 3,500 なし

172
はじめてのピアノと音遊び♪
音楽を聴いて体を動かしたり、リズムの打ち方や
音符の意味を学んだりピアノを弾いてみます。
対象年齢：年中～年長児

杉浦　健恵 5/20、6/17、7/15、8/19、9/16 土 10:00～11:30 15 八生 3,500 400(新規) 
300(継続)

173
入園前の音楽遊び♪
音を聴いて体を動かしたり簡単な工作をして、
親子で一緒に楽しくすごしましょう。
対象年齢：２歳～３歳児

杉浦　健恵 5/24、6/28、7/19、8/23、9/27 水 10:30～11:30 15 小文 3,500 300

■■増：定員超過時、同曜日・会場等において別日程の講座を増設予定 各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、11 ページをご覧ください。
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174
音楽で遊ぼう！ステップ（前半）
音楽で遊ぼう！をステップアップした内容になり
ます。より音楽的な要素をとり入れています。
対象年齢：２歳～未就園児

二村　理佳 5/10、5/17、5/31、6/7、6/14 水 9:30～10:30 15 小文 3,500 300

175
音楽で遊ぼう！ステップ（後半）
音楽で遊ぼう！をステップアップした内容になり
ます。より音楽的な要素をとり入れています。
対象年齢：２歳～未就園児

二村　理佳 9/6、9/13、9/20、10/4、10/11 水 9:30～10:30 15 小文 3,500 300

176
音楽で遊ぼう！（前半）
音楽を聞き、歌ったりおどったり、体で感じながら
いろいろな経験をしていきます。
対象年齢：１歳８ヶ月～未就園児

二村　理佳 5/10、5/17、5/31、6/7、6/14 水 11:00～12:00 15 小文 3,500 300

177
音楽で遊ぼう！（後半）
音楽を聞き、歌ったりおどったり、体で感じながら
いろいろな経験をしていきます。
対象年齢：１歳８ヶ月～未就園児

二村　理佳 9/6、9/13、9/20、10/4、10/11 水 11:00～12:00 15 小文 3,500 300

178
ぐちゃべとぉかさっぐにゅ遊び
家では出来ない体験遊び。指先や体を使いながら
子供の可能性を引き出し、感覚を楽しみましょう。
対象年齢：１０ヶ月位～未就園児

渡邊万美子 6/14、7/12、8/9、9/13、10/4 水 10:40～11:50 15 桜ミ 3,500 4,000

179
親子で楽しくえいごであそぼ！
歌やダンス、エクササイズを通して、親子で楽しく
英語を使って遊びましょう。
対象年齢：１歳～２歳児

モリタマチコ 5/10、6/14、7/12、8/9、9/13 水 10:00～11:00 15 八生 3,500 300

180
なでなで育児の親子運動あそび
赤ちゃん時代にとばした発達を運動あそびでリカ
バリーしながら親子で体幹エクササイズ。
対象年齢：１歳～２歳児

谷野　知美 5/11、5/25、6/8、6/22、7/13 木 10:00～11:00 15 豊生 3,500 300

181
なでなで育児と赤ちゃんのための運動あそび
服の上から手軽にできるマッサージと赤ちゃんの発
育発達を促す体幹エクササイズを楽しみましょう。
対象年齢：３ヶ月～１０ヶ月位

谷野　知美 5/19、6/2、6/16、7/7、7/21 金 10:00～11:00 13 御生 3,500 300

182
あかちゃんとの楽しいふれあいタイム
ベビーマッサージやふれあいあそびをしたり手足
形を利用してアート作品を楽しく作ります。
対象年齢：３ヶ月～１０ヶ月児

二村　理佳 5/16、5/23、5/30、6/6、6/20 火 10:00～11:00 12 小文 3,500 400

183
体も心もリセットしよう♪産後ママのヨガ
体や心の隅々に滞っているコリや疲れストレスを手
放し、しなやかな体・穏やかな心に整えましょう。
対象年齢：３ヶ月～未就園児

■■保

中島　真希 5/10、5/24、6/14、6/28、7/12、
7/26、8/9 、9/13、9/27、10/11 水 10:00～11:00 15 勤福 7,000 200

(新規のみ)

184
ママのためのリフレッシュバランスボール
ママにオススメのバランスボール。楽しく弾んで
骨盤や身体を整え、リフレッシュしましょう。
対象年齢：３ヶ月～未就園児

■※1
■■保 櫻井　見奈 6/2、7/7、8/4、9/1、10/6 金 10:00～11:00 15 八生 3,500 500

185
ママのシェイプアップヨガ
ママこそヨガでリフレッシュ！産後エクササイズで
しっかり体を動かしシェイプアップしましょう！
対象年齢：３ヶ月～未就園児

■■保

一楽　くり 5/9、5/23、6/13、6/27、7/11、
7/25、8/8、8/22、9/12、9/26 火 10:00～11:00 15 八生 7,000 なし

■■保：親子参加保護者主体の講座 各講座会場・注釈 ( ■※1等 ) は、下記をご覧ください。

■1※
■2※

■3※
■4※
■5※
■6※
■7※
■8※
■9※
■10※
■11※
■12※
■13※
■14※
■15※

◉講座案内書 注釈

◉講座会場一覧

教材費に講座中のバランスボールレンタル代が含まれています。マイボールご持参を希望される方は事前に講師へご相談ください。
ストレッチーズを購入される場合は7,260円（税込）になります。受講前に講師まで注文していただければ用意します。レンタルは１回200円です。（数に限りがあ
ります。）受講前に講師までご連絡ください。
こちらの講座は、資料作成のため講座開催前にお申込者の生年月日を講師へお伝えしますのでご了承ください。
教材費にタロットカードが含まれています。タロットカードをお持ちの方は受講前に講師にご連絡ください。タロットカードはライダー版（ウエイト版）以外は不可。
教材費は、半衿、衿芯のない方は3,000円、ある方はなし。
無線ＬＡＮ付ノートパソコン（Windows10以降、Microsoft社製ワード・エクセル搭載）をご持参ください。
ｉPｈｏｎｅ（本体の裏にりんごのマークが付いている）のみの講座です。Ａｎｄｒｏｉｄスマホ（シニア向スマホを含む）、タブレットは受講できません。
Ａｎｄｒｏｉｄスマートフォン（シニア向けスマホ含む）のみの講座です。ｉPｈｏｎｅ（本体の裏にりんごのマークがある）、ガラケー、タブレットは受講できません。
教材費に二胡は含まれていません。二胡のない方は受講前に講師にご相談ください。
教材費にハーモニカは含まれていません。ハーモニカのない方は約4,000円増。受講前に講師まで注文していただければ用意します。
オカリナはアルトC調を使用します。アルトC調は、中音域アルトのオカリナで「ド」の音が、ピアノの「ド」の音と同じものです。
キーボードはご持参ください。お持ちでない方は受講前に講師までご連絡いただければお貸しできます。
貸出用として２～３本用意できます。受講前に講師までご連絡ください。購入される方は、受講前に講師にご相談ください。
教材費に画材道具は含まれていません。画材のない方は受講前に講師にご相談ください。
教材費は、道具一式（はがき、筆２本、青墨、顔彩２０色、梅皿、すずり）をお持ちの方は2,000円になります。足りない物だけ単品でも購入できます。受講前に講師にご相談ください。

やホ
プ生
小生
御生
音生
一生

：やねのにっぽうホール豊川（豊川市諏訪３丁目３００番地プリオ５階）
：プリオ生涯学習センター（豊川市諏訪３丁目３００番地プリオ４階）
：小坂井生涯学習センター（豊川市小坂井町大堀10番地こざかい葵風館内）
：御津生涯学習センター（豊川市御津町西方日暮30番地）
：音羽生涯学習センター（豊川市赤坂町西裏47番地1）
：一宮生涯学習センター（豊川市上長山町小南口原1の500番地）

豊生
牛生
八生
小文
御文
桜ミ
勤福

：豊川生涯学習センター（豊川市西豊町2丁目225）
：牛久保生涯学習センター（豊川市牛久保町若子52-1）
：八南生涯学習センター（豊川市野口町縄手下23番地）
：小坂井文化会館（豊川市伊奈町新屋97番地2）
：御津文化会館（豊川市御津町広石日暮146番地）
：桜ヶ丘ミュージアム（豊川市桜ケ丘町79の2）
：豊川市勤労福祉会館（豊川市新道町1-1-3）



〒441－8042 豊橋市小池町36番地の1
tel. 0532・46・3281　fax.0532・46・3285
〒442－0033 豊川市豊川町辺通37番地の3
tel. 0533・89・8625

本　　　社

豊川営業所

一般社団法人 とよかわオープンカレッジ事務局　営業時間●午前10時から午後5時／定休日●土日・祝日・プリオの休業日等
TEL●0533ｰ75ｰ6667／ FAX●0533ｰ75ｰ6668／ E-mail●toc@toyokawa-open-college.jpお問い合わせ

一般社団法人 とよかわオープンカレッジ事務局  営業時間●午前10時から午後5時／定休日●土日・祝日・プリオの休業日等
〒442ｰ0068  豊川市諏訪3丁目300番地  プリオ生涯学習センター内（プリオ4階）
TEL●0533ｰ75ｰ6667／FAX●0533ｰ75ｰ6668／E-mail●toc@toyokawa-open-college.jp

発行先

受講生募集要項

◉受講可否通知と受講料の納入
受講可否の通知についてはお申込み方法により異なります。往復はがきの場合は返信はがきを3月31日㊎に投函します。ホームページからの場合は、ホームページ上
の「受講生マイページ」にて3月31日㊎からご確認いただけます。（Eメールの送信も同日に行います。）
複数の講座へお申込みの方は、すべての通知が届くのに２、３日ほどを要する場合があります。返信はがき又はEメールが届かなかった場合は事務局までお問合せくだ
さい。受講決定通知が届きましたら、4月17日㊊までに必ず受講料を指定口座に振込んでください。プリオ生涯学習センターでも現金にて入金ができます。（午後5時まで）
受講料納入後は事務局からご連絡することはありません。講座初回の日に直接講座会場へお越しください。

◉応募資格
豊川市内外を問わず18歳以上（高校生を除く）の方
（親子向け講座のみお子様も受講できます。）

◉応募期間
令和5年3月1日●㊌～3月27日●㊊（必着）
※郵送される場合は締切日より3、4日ほど余裕を持ってお出しください。

◉留意事項
●応募後のキャンセルは、やむを得ない場合を除き、原則できません。
　キャンセルされる場合は、講座開始日前日（※）営業時間まで窓口またはお電
話（メール・FAXは不可）にて受付いたします。

　また、講座開始後の受講中止は講座2回目前日（※）営業時間までとなります。
　納入された受講料は事務手数料等を差引いた金額を返金いたします。
　※講座開催日の前日が事務局定休日の場合は、その前営業日まで。

●受講生の電話番号は連絡用として講師にお伝えしますのでご了承願います。

●親子で参加できる親子向け講座を除き、お子様連れの受講はできません。

●各講座の日程または会場は、やむを得ず変更となる場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

◉講座が開講（成立）した場合
教材費が必要な講座の場合、開講初回に講師へ直接お支払いいただきます。
お支払いいただいた教材費は原則返金できません。開講後の講座運営は講師
と受講生で協力して行っていただきます。講師やほかの受講生に迷惑がかかる行
為がある場合は受講をお断りすることがあります。
講座の欠席連絡は講師へ直接お願いします。初回欠席につきましては事務局ま
でご連絡ください。（講座会場への欠席連絡はご遠慮ください。）

◉追加募集（二次募集）について
講座が成立し、定員までに余裕のある講座に限り、4月7日㊎～17日㊊まで追
加募集（二次募集）を行います。成立講座は、3月31日㊎以降、ホームページ上
にてご確認いただけます。申込みはプリオ生涯学習センターでの直接申込み
（受講料も同時納入）のみ受付します。（先着順）なお、定員に達し次第締切ります。

◉講座の成立条件について
応募者10名（組）以上の講座が、成立となり開講が決定します。（10名（組）未満でも
開講される場合があります。）定員を超えた場合は原則抽選ですが、増設講座が設けら
れる場合もあります。新型コロナウイルス感染症の状況により、定員を変更する
場合があります。

講座回数
と受講料

〈5回講座〉3,500円／〈10回講座〉7,000円
受講料には消費税等が含まれております。
受講料の他に教材費が別途必要になる講座もあります。

◉申込方法（①～③のいずれか）
①この冊子に折込の往復はがき（または、市販物）
※切手を忘れずに貼付ください。
※何講座でもお申込みできますが、１人（組）1枚の往復はがきで1講座
　ずつお申込みください。（夫婦など連名でお申込みはできません。）
※消せるボールペン等は使用しないでください。記入内容が消え返信
　できなくなります。
※障害のある方の参加も可能です。事務局までお申出（ご相談）ください。

②専用ホームページ

ＱＲコード

とよかわオープンカレッジ 検索

③事務局（プリオ生涯学習センター内）で直接
　窓口で往復はがきに記入していただきます。※63円の返信用切手をご持参ください。

お申込み前にホームページから「受講生登録」が必要です。
スマートフォンから手続きされる場合は、上記QRコードを読み取るか、ブラウザア
プリで「とよかわオープンカレッジ」を検索してください。
※過去にとよかわオープンカレッジの講座を受講したことがある方は、「受講生登録」情報が
既に登録されている場合があります。
　パスワードがご不明の方は、ホームページ上にあります「パスワード再発行」のページから
必要事項を入力することで、パスワードの記載されたメールを送信します。その他ご不明な
点がある場合は事務局までお問合わせください。
※迷惑メールフィルターを解除されていない場合、迷惑メールフォルダへ届くか、メール自体
がお届けできない場合がございます。

とよかわオープンカレッジでは、講座の開催にあたり「新しい生活様式」を踏まえて、室内の換気や座席の配置等、新型コロナウイルス
感染予防策に努めます。※詳しい内容は次ページをご確認ください。とよかわオープンカレッジの令和5年度前期講座案

内書に広告を掲載していただきましてありがとうござ
います。協賛企業様からの広告収入はとよかわオー
プンカレッジの運営費の一部に充てられています。

受講料の改定について◉とよかわオープンカレッジでは令和元年度より新型コロナウイルス感染症の流行により講座の中止や受講生募集時の定員
設定の減少、また昨今の物価等の上昇などにより経費が増加してきており、令和５年度前期講座から下記受講料に改定させていただくこととなりました。
今後も事業運営にあたり経費節減に努めてまいりますので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。

令和5年度〈前期講座〉ご案内 令和5年度〈前期講座〉ご案内 豊川市教育委員会共催事業

とよかわ
オープンカレッジ

応募期限

3月27日月
必着

※郵送される場合は3、4日ほど余裕
を持ってお出しください。

社会人や高齢者、子育て世代、障害のある人もない人も
みんな一緒に学べる場を目指します。

～この春から、新しい学びを始めませんか～


