
「学び」が生みだす「地域」のチカラ

　毎週　月・火・
　　　　木・金曜日

午前9時30分～正午
午後1時～4時30分
社会教育会館（本館）にて

生涯学習相談窓口開設日

　三鷹市では、「ともに学び、学びを活かし、学びの成果や絆が地域に受け継がれていく心豊かな社会をつ
くる」ことを基本目標に、一人ひとりの学習を支援しています。市民大学では、市民のみなさんと協働で企
画してきた「総合コース」をはじめ、「一般教養コース」、「ボランティア養成コース」などが開講します。身近
な地域の問題から今日の社会や世界を取り巻く問題まで、地域のみなさんと一緒に社会教育会館で学んで
みませんか。

2012.4.15

市外局番 0422 は省略しています

みたかの教育
三鷹市教育委員会☎0422-45-1151

4月16日㈪～22日㈰ 
午前9時30分～午後5時

申込期間

社会教育会館（本館）
下連雀6－13－13　☎49－2521
東社会教育会館
牟礼2－13－19　☎46－0408
西社会教育会館
深大寺2－3－5　☎32－8765  

　各講座を開催する館に来館、電話、またはインターネット
からお申し込みください（但し、東西館での窓口受付は21
日㈯までとなります）。

　　パソコン　http://www.pf489.com/mitaka/webkm/
　　携帯電話　http://www.pf489.com/mitaka/mobilekm/

３館共通講座の申込方法

申込HP

平成24年度市民大学講座が開講します 三鷹市社会教育会館（本館）開館40周年

「学び」が生みだす「地域」のチカラ

⑴ 3館を含めた全講座で、同日同時刻開催の講座は重複して申し
込むことはできません。

⑵ 定員を超えた場合は抽選となります。当選者のみハガキでご連
絡します。

⑶ 受講料は無料です。ただし教材費は自己負担となります。

３館共通保育について

３館共通講座の申込の際の注意事項

⑴ 保育対象は、講座開始日の時点で満1歳～就学前の幼児です。
講座申込時にお申し出ください。

⑵ 保育室を初めて利用する方を優先します。
⑶ 当選者は、事前の保育説明会に親子で参加していただきます。

昨年度の講座のようす

講座名・講師 内容 日程 定員 保育

社
会
教
育
会
館（
本
館
）

総
合
コ
ー
ス

101
みんなで考える子育て～ステキな自分を見つけよう～
東海大学特任講師　辻　智子さん　ほか

子育て＝女性だけではなくなろうとしています。子どもたちが「希望」を持って
生きていけるように、子どもとの関わりや親のあり方、家族のあり方などを学
び合う中で、心のドアを開けて、ステキな自分を見つけませんか。 5/18～ 3/8

の金曜日
（全30回）
うち10回
自主学習

各25人

20人
102
民衆の視点で読み解く歴史～現在、そして未来～
国立歴史民俗博物館特別客員教授　安田常雄さん　ほか

今、日本は、価値観の転換を求められています。日本現代史の底流に光をあて、
歴史を捉える新しい発想を模索します。
私たちの「経験」も活かし、民衆の歴史を知る面白さに触れてみませんか。

103
日本経済の再生～持続可能な活力ある日本をめざして～
一橋大学経済研究所所長　浅子和美さん　ほか

我が国の経済は低迷を続け、財政赤字・雇用をはじめ、震災・原発事故、欧州
金融危機など不安材料が増えています。エネルギー・地球環境問題も含め私達
の生活等にどの様な影響受けるのか学び考えます。

104
危機にある世界と日本
早稲田大学政治経済学術院教授　最上敏樹さん　ほか

欧州の債務、アラブ情勢、巨大化する中国への危惧。政治的課題が進展しな
い日本。危機的状況にある世界を生き抜くため、何をなすべきか？　指針探し
の第一歩、三鷹に集うあなたに提案する「国際・政治」の学びの輪！

5/19～ 3/9 
の土曜日
（全30回）
うち10回
自主学習

10人
105　
芸術と人生～芸術の森を歩こう～
美術史研究者　斎藤陽一さん　ほか

19世紀以降の近代芸術に光をあて、印象派以降の西洋美術を中心に、音楽、
近代文学の魅力に迫ります。種々の芸術から生きる喜び、輝きを共に味わいな
がら自らを磨き、自己実現や地域づくりに活かしてみませんか。

一
般
教
養
コ
ー
ス

106
むらさき学苑　（60歳以上対象講座）
都立南平高等学校教諭　茂木　貴さん　ほか

地域の仲間との交流とともに、歴史・文学・芸術・環境問題・政治・経済など
幅広い分野を楽しく学習します。

5/15～ 3/5
の火曜日
（全30回）

150人 なし

107
子育てシャインアップ！講座
立教女学院短期大学講師　三好良子さん

“子どもの目が輝き、親自身も輝き、家族の生活そのものが輝く”そんな「子育て
Enjoy能力開発」を目指して、楽しく学び合いましょう。（全日程参加可能では
じめての方を優先）

5/8～ 7/17
の火曜日
（全11回）

25人 20人

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
コ
ー
ス

108　
ゆび編みボランティア養成講座
「毛糸小屋」主宰　篠原くにこさん

編み物を通して『丁寧にゆっくり手作りする大切さ』『ものを大事にするという
気づき』等を自ら体験し、それらの魅力を次世代の人達や身近な人達に伝えて
いく担い手となるための講座です。リハビリ効果や老化防止になるといわれ、
老若男女だれでも楽しめる手芸です。（教材費2,300円）

5/14～ 6/11
の月曜日

午後2時～4時
（全5回）

15人 なし

109　
折り紙ボランティア養成講座
日本折り紙協会講師　波多野則子さん

子どもから高齢者まで楽しめる日本独特の「折り紙」を、身近な材料を使って表
現し四季の生活を楽しみます。異文化、異世代交流をはかりながら地域で積極
的にボランティアとして活動できるような人材を養成します。（教材費500円）

6/7～ 7/5
の木曜日
（全5回）

20人 なし

東
社
会
教
育
会
館

総
合
コ
ー
ス

201
消費生活講座
東京農工大学名誉教授　瀬戸昌之さん　ほか

「賢く暮らす」をテーマに、感性を磨き、自ら考え、真実を見抜く地頭力を育て
る講座です。『環境論議のうそ・ほんと』、『報道の読み方』、『肉のソムリエ入門』、
『中国人から見た日本』 ほかです。

5/18～ 12/7
の金曜日
（全21回）

20人 15人

一
般
教
養
コ
ー
ス

202　
東むらさき学苑　（60歳以上対象講座）
和の作法学校「ジャパンビューティマナー」主宰  林  小春さん  ほか

歴史・社会科学・自然科学・芸術など幅広い分野に目を向けて、感性を鈍らせ
ないように学習します。『遊びの作法学～江戸花街考察』、『源氏物語』、『世界
の動きと日本』、『美術史講座』 ほかです。

5/8～ 2/26
の火曜日
 （全30回）

40人 なし

203
文化教養講座
ホスピタリティプロデューサー　大内　央さん　ほか

「楽しく暮らす」をテーマに、いろいろな話題に触れ、感性や好奇心を刺激する
講座です。『東京寄り道ガイド』、『樹木医流ガーデニング』、『美術館の楽しみ』、
『大人のための科学あそび』 ほかです。

5/17～ 12/6
の木曜日
（全21回）

25人 15人

西
社
会
教
育
会
館

総
合
コ
ー
ス

301
みんなを笑顔にする味覚アップセミナー
日本味育協会代表　宮川順子さん　ほか

味覚が持つ役割、調味料の基礎知識や食材の見分け方を学び、おいしい食事
でみんなを笑顔にしませんか。（教材費2,000円）

5/24～ 2/7
の木曜日
（全22回）

30人 15人

一
般
教
養
コ
ー
ス

302
西むらさき学苑　（60歳以上対象講座）
古典文学研究家　貝瀬弘子さん　ほか

自らの生きがいを求めて、地域の仲間と一緒に時事問題・歴史・美術などを幅
広く学習します。

5/8～ 3/12
の火曜日
（全30回）

50人 なし

303
子育てのための育自力講座
NPO法人ままとんきっず 理事　有北いくこさん

子どものこと、自分のこと、夫のこと。子育ての不安や悩みを話し合いながら、
育児力と育自力を身につけましょう。前向きに生きるための子育てのヒントが
いっぱい得られます。

5/21～ 1/28
の月曜日
（全18回）

25人 15人

※108ゆび編みボランティア養成講座以外の時間は、午前10時～正午です

　スポーツ祭東京2013開催に向
け、三鷹市では、アーチェリー・
ソフトボール・サッカーの3競技
でリハーサル大会を行います。い
ずれも大沢総合グラウンドで行い
ますので、ぜひ、お越しください。
　⇨国体推進室☎内線3342

　スポーツ祭東京2013（第68回国民体
育大会・第13回全国障害者スポーツ大会）
の開催に向け、運営体制の更なる確立を
図るため、平成24年4月付けで、国体推
進室に総務係と競技係を設けました。
　⇨総務課☎内線3213

７月15日
東京多摩ＣＵＰアーチェリー大会
関東甲地区代表9チーム（東京都は2チーム）、4種目
※三鷹市のみで開催

９月21日
～ 23日

第64回全日本総合女子ソフトボール選手権大会
全国代表32チーム　トーナメント方式
※あきる野市ほか2市町との共同開催

10月13日
～17日

第48回全国社会人サッカー選手権大会
全国代表32チーム　トーナメント方式
※調布市ほか7区市との共同開催

　国体正式競技リハーサル大会を行います

新年度
受講生
募集中

国体推進室に
「総務係」「競技係」を新設
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