平成25年度

東近江市生涯学習講座

ライフロング受講生募集
春一番！ あなたの生きがい 咲 かせましょう

★親子リトミック教室
リズムと歌で感性をみがきます！

★キッズストリートダンス
ステージめざしてレッツダンス！

★絵画教室 〜 描く楽しみ
魅力的な油彩画の世界！

★パンとお菓子の教室
誰でも気軽にプロの味にチャレンジ！

ともに育ち、ともにはぐくむ親子の絆 ★ すくすく成長した１年後の姿に感動しましょう！
親子のしあわせいっぱい！

子育てひろば
のびのびコース
（１歳児親子）

おどろきもいっぱい！

子育てひろば
きらきらコース
（２歳児親子）

主に水曜日開講 午前10時〜11時20分 会場：湖東コミュニティセンター等
開講予定日 5/8、6/5、6/19、7/10、7/24、9/中旬、10/1、10/16、11/20、12/4
集団の中で親子のふれあい遊びをとおして「親子の絆」を深めます。特に初めての子育ての方
にはとても役立つ子育てのヒントがいっぱい！のびのび子育てで親同士の交流もはかります。
１年をとおして成長を実感できる講座です。講師：大菅恵子さん他 対象：平成25年4月1日現
在満１歳のこどもとその親（または親にかわる人）
＊講座終了解散後は14時頃まで交流時間としてゆっくりとくつろいでいただけます。

主に火曜日開講 午前10時〜11時20分 会場：湖東コミュニティセンター等
開講予定日 5/14、6/11、7/16、8/上旬、9/3、9/26､10/15､10/下旬､11/19､12/10
親子のふれあい遊び･親子体操・おはなし会・うた遊び・親子クッキング・リトミック体験・人
形劇・子育てアドバイス など１年をとおした様々な活動で、子どもが成長していく喜び
を感じてください。メニューいっぱい、きらきら輝く子育て講座で楽しく子育てしま
しょう。 講師：大菅恵子さん 伴綾子さん 川上かね子さんほか 対象：平成25年4月
1日現在 満２歳のこどもとその親(または親にかわる人)

年 額
2,000円
10回開講
定 員
20組程度

年 額
2,000円
10回開講
定 員
20組程度

＊講座終了解散後は14時頃まで交流時間としてゆっくりとくつろいでいただけます。

親 子
リトミック教室
（2〜3歳児親子）

第一火曜日開講 午前10時〜11時20分 会場：湖東コミュニティセンター等
開講日5/7、6/4、7/2、8/6、9/3、10/1、11/5、12/3、1/7、2/4
うた遊び・手遊び・楽器を使ったリズム遊び､折り紙や画用紙で造形活動などをとおして
子どもの感性、音感、創造性を育てます。お友だちと一緒に楽しくリトミックしましょう。
講師：幼児音楽教室講師 杉澤麻規子さん 中村幸恵さん 対象：平成25年４月１日現在 満2
〜3歳のこどもとその親（または親にかわる人）
＊講座終了解散後は14時頃まで交流時間としてゆっくりとくつろいでいただけます。

リトミックひろば
（体験コース）

開講予定日 1/7（火）・2/4（火） 午前10時〜11時20分 会場：湖東コミュニティセンター
親子リトミック教室受講生とともに、リトミック体験ができます。うたやリズム遊びをとおし
てこどもの感性を育てます。 対象：概ね１〜４歳児とその親（または親にかわる人）

年 額
3,500円
10回開講
定 員
20組程度
１回400円
定 員
20組程度

小学生チャレンジ！ＡＢＣ＆ダンスを楽しくマスターしよう！これで君も人気者！
ＡＢＣ教室
（ 幼児クラス ）

ＡＢＣ教室
（ 小学生クラス ）
●１組:１･２年生
●２組:３･４年生
●３組:５･６年生

クラスのスターめざして

キッズストリート
ダンス基礎講座
★ＰＡＲＴ１

対象：幼稚園児（H25.4.1現在4歳・5歳） 歌ったり動いたり、 湖東コミュニティセンター
受講料17,000円
発音や読み書きも取り入れて楽しくＡＢＣ！スタンプをためる
（諸経費2,000円）
土曜日 午後4：10〜4：55
34回開講
とお楽しみもあるよ！。外国人の先生とおはなししてみよう！ 講師 安田アンジーさん
定員20組程度
年間の諸経費 2,000 円を第 1 回開講日に徴収。第１回 4/20（土）
アメリカ人先生の生の英語で、発音や読み書きのほか、歌や遊びなど 湖東コミュニティセンター
受講料
も取り入れ、会話しながら外国の文化にも触れることができます。小 （1組）土曜日 午後5：00〜5：45
各組17,000円
学生のときから外国人と接し、国際化時代に必要な英語のあいさつや （2組）土曜日 午後5：50〜6：35
（3組）土曜日 午後6：40〜7：25 （諸経費3,500円）
会話を学びましょう。アメリカ人の先生とお友だちになろう！
講師 安田アンジーさん
対象 （１組）主に小学１・２年生〜
34回開講
みんなの
＊諸経費3,500円ですがテキスト
（２組）主に小学３・４年生〜 アンジー先生は ！
定 員
おともだち
が昨年度と同じ場合は差引する
（３組）主に小学５・６年生〜
各組15人程度
年間の諸経費 3,500 円を第 1 回開講日に徴収。第１回 4/20（土） 予定です。

対象：小学生 からだ全体で基本のリズム取り〜基礎のステッ
湖東コミュニティセンター他
プを学ぶ。小学校の授業に導入のダンスをかっこよくマスター
日曜日 午前11：00〜12：00
しよう！発表に向けた練習もします。開講予定日 4/21､5/19､
講師 コレオグラファー
6/2､6/16､7/7､7/21､8/4､8/18､9/1､9/29､10/6､10/20､11/3､
（振付師）
11/17､12/1（PART１終了後、PART２として１〜3月に4回講
ＮＡＯＴＯ さん
座を別に募集予定）

受講料7,000円
15回開講
定員15人程度

さあ、あなたも素敵な ライフロング 始めてみませんか！ 指定管理者 (公財)東近江市地域振興事業団

★陶芸教室

水墨画教室
魅力たっぷり

陶芸教室
初めて筆を持つ

絵画教室
初心者コース
描くよろこび！

絵画教室
アートコース
生け花教室
（Ａ）
生け花教室
（Ｂ）
パンとお菓子の
教 室
★毎月コース

パンとお菓子の
教 室
★お手軽5回コース

薬膳料理講座

★写真教室・デジタルカメラ講座

★薬膳料理講座

★ パソコン教室

墨一色で無限の広がりを表現する水墨画。初めて筆を持つ人に
も水墨画の基本から学び、わび・さび・幽玄の世界を描けるよ
う指導していただきます。 開講日 4/10､5/8､6/12､7/10､8/7､
9/11､10/9､10/30､11/13､12/11､1/15､2/12､3/12

湖東コミュニティセンター
主に第2水曜日 午後1：30〜3：30
講師 東近江の芸術を愛する会
紅谷 和子 さん

受講料8,000円
13回開講
定員15人程度

大人気の陶芸教室！粘土からろくろを回し成形、釉掛け、焼成
までの基本を学びます。造形の楽しみを是非味わってくださ
い。初心者にもやさしく丁寧に指導。講師指導日は第3火曜。
第１回開講日 4/16・17 以後毎月第3火・水
自主活動として第4火･水を実費負担による活動日とします。

湖東コミュニティセンター別館工芸室
第3火・水曜日 午前9：30〜12：00
講師 陶芸家
松 風 純 さん

受講料8,000円
12回開講
定員15人程度

初心者対象。初めて絵筆を持つ人でも油彩画のポイントを基礎
から学び、まず楽しく描くことを第一に指導していただきます。
開講日 4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/21、10/19、
11/16、12/21、1/18、2/15、3/15

湖東コミュニティセンター
第3土曜日 午前10：00〜午後3：00
講師 東光会会員
川島 喜三郎 さん

受講料12,000円
12回開講
定員15人程度

描くことの楽しさを味わいながら絵画に親しみます。絵画の技
法を学ぶとともに、表現力を磨き一歩すすんだ作品作りを目指
します。 開講日 4/24、5/22、6/26、7/24、8/28、9/25､
10/23、11/27、12/25、1/22、2/26、3/19

湖東コミュニティセンター
第4水曜日 午前10：00〜午後3：00
講師 東光会会員
川島 喜三郎 さん

受講料12,000円
12回開講
定員15人程度

誰でも身につけておきたい花の生け方。四季折々の花で素敵な
空間を演出しましょう。２会場開催、募集。（お盆とお正月は
その時期に合わせた指導があります。体験参加もその時期に募集）
(Ａ) 4/18､5/9､23､6/6､20､7/4､18､8/8､9/5､10/10、
(11/2)、11/14､12/5､26､2/13､3/6
(Ｂ) 4/17､5/8､22､6/5､19､7/3､17､8/9(金)､9/4､10/9､
(11/2)、11/13､12/4､26(木)､2/12､3/12
生花、盛り花代および諸経費を開講時に徴収します。

湖東ひばり公園内みすまの館
木曜日 午後７：30〜９：30
講師 辰巳 とし子 さん

受講料9,000円
（諸経費500円）
15回開講
定員15人程度

湖東コミュニティセンター
水曜日 午後７：00〜９：00
講師 小林蘭風さん 小林恭子さん

受講料9,000円
（諸経費500円）
15回開講
定員15人程度

とにかく大人気！初心者向けにプロのパンやお菓子づくり。ご家
庭でも出来立ての味を楽しみましょう。毎回種類の違うパンとお
菓子を作ります。 第１回開講日 4/20 以後毎月第3土曜日開講
年間材料費・諸経費として初回に 5,000円を徴収します。

湖東コミュニティセンター調理室
第３土曜日 午前9：00〜12：00
講師 ホームメイド協会
西村 芳子 さん

受講料8,000円
諸経費5,000円
12回開講
定員12人程度

お手軽にパンづくりを楽しみたい方に最適。季節にあった
材料を使ってパンやケーキやスイーツ作りの基礎を学びます。
開講日 6/1、8/3、10/5、12/8(日)、2/1
年間材料費・諸経費として2,500円を初回に徴収します。

湖東コミュニティセンター調理室
主に土曜日 午前９：00〜12：00
講師 ホームメイド協会
西村 芳子 さん

受講料3,500円
諸経費2,500円
５回開講
定員12人程度

「医食同源」
「薬食同源」、食材そのものが持つ力を活かした薬膳 湖東コミュニティセンター
土曜日 午後１：30〜４：30頃
料理を学ぶ。身近な食材を使い薬膳の考え方で、健康維持、病気
第１回 ８月10日
（夏の薬膳）
予防に効果的！今回は「夏に元気な薬膳」と「冬のあったか薬膳」
講義と実習(試食) 材料費1回1,000円程度をその都度集めます。
第２回 12月14日（冬の薬膳）

受講料1,000円
定員12人程度

手抜きで作ろう
男の家庭料理

時間のないとき、手間がかけられないときに知っておくと便利。 湖東コミュニティセンター
簡単でしかも健康的な家庭料理をつくります。タイトルは男の料
６月８日 土曜日
理ですが､女性の受講も大歓迎！当日､材料費1,000円を集めます。
午後1：30〜4：30頃

参加費500円
１回開講
定員12人程度

自然食を学ぼう
オーガニックで健康に

生活スタイルとして注目され続けている自然食。素材と調理法を学
び、食事をしながら楽しいひとときを過ごしましょう。材料費1回
1,500円程度 第1回自然食とは？ 第2回作ってみようオーガニック

受講料1,000円
２回開講
定員12人程度

初心者デビューの
デジタルカメラ講座
（春期・秋期）

初めてデジタルカメラを使う方、買ったばかりの方、どう撮ったらよ
いか知りたい方などを対象に、プロの写真家がシャッターを押して
みるところからやさしく指導。まずは楽しく撮影してみましょう！
開講日 春期 4/14、4/21、4/28 秋期 10/6、10/20、10/27

湖東コミュニティセンターほか
日曜日 午前9：00〜11：00頃
講師 写真家
さわらぎ よしお さん

受講料1,500円
各期３回開講
定員15人程度

撮るほど楽しい
デジタルカメラ講座
ステップアップコース

撮っていくうちにどんどん楽しくなります。笑顔とともに感動する
気持ちをそのままシャッターに伝えましょう！いろいろな撮り方を
プロの写真家の実技指導 (6 回 ) と学習会 (6 回 ) でワクワク体験し
ながらステップアップ！
第 1 回開講日 4/16 ( 火 ) 以降 奇数月第 3 日曜、偶数月第 3 火曜

湖東コミュニティセンターほか
偶数月 第3火曜日 午後7:30〜9:30
奇数月 第3日曜日 午前9:00〜11:00
講師 写真家
さわらぎ よしお さん

受講料8,000円
12回開講
定員15人程度

写真教室
作品を作ろう
アートコース

中国語会話
基礎講座
①初心者 ②経験者
い
く楽し
とにか

ゆる文字講座
（初級編）

土曜日 午前9：30〜12：00頃
第1回 6月22日
（楽布工房）
第2回 7月 6 日（湖東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

デジタルカメラの機能を駆使して様々な撮り方を学び、感動を表現 湖東コミュニティセンター
する作品作りを目指します。毎月学習会と 2 回の撮影会 ( 日曜）実施。
毎月第３金曜日 午後7:30〜9:30
講師 写真家
パソコン編集も含め一歩踏み込んだ使い方をマスター！ 第 1 回開
さわらぎ よしお さん
講 4/19 以後毎月第 3 金曜 撮影会 5/12 新緑､12 月頃冬景色予定

受講料9,000円
14回開講
定員15人程度

湖東コミュニティセンター
水曜日①初心者 午後7:30〜8:30
②経験者 午後8:30〜9:30
講師 中澤 日出司 さん

受講料4,000円
20回開講
定員
各組10人程度

世界に目を向け中国語会話を楽しみながら言葉や文化を学ぶ｡初心
者は基礎から丁寧に指導、経験者は上達に向けた会話中心に学ぶ。
開講日 5/8･22､6/5･19､7/3･17､8/7･21､9/11､10/2･10/16､
11/6･20､12/4･18､1/15･29､2/12･26､3/6

★心もからだもゆったり、緊張をときほぐす「ゆる文字講座」です。 湖東コミュニティセンター
木曜日 午前10:00〜12:00頃
のんびり、ゆる〜くなる言葉や文字を書きましょう。字の苦手な人
講師 からだコンサルタント
でもすぐに気軽に始められます。楽しさ劇的！贈り物にも素敵で
川嶋 和則 さん
す。材料費別途2,000円。 開講日 6/6(木)・7/4(木)・8/1(木)

受講料5,000円
3回講座
定員8〜10人程度

平成25年度
東近江市生涯学習講座

ライフロング受講生募集
春だから、みんなで学ぼう！

筆ペン教室

★講師からのひとこと 〜 筆ペンの基本を学び、書くこと
を楽しみましょう！筆ペンの基本と名前・のし袋などの表書
き・暑中見舞い・ひらがな・童謡や詩・年賀状など
開講日 5/1、5/15、6/5、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6

蒲生コミュニティセンター
受講料4,000円
水曜日 午前10：30〜12:00
（材料代1,500円）
講師 吉川珠美さん
８回開講
持物
筆ペン・フェルト下敷・鉛
定員15人程度
筆・消しゴム

絵手紙教室

★講師からのひとこと 〜 初めて絵手紙を描く方も経験者
も、描いて楽しい、もらってうれしい、絵手紙のある生活を
知ってもらいたいと思っています。開講日5/17、6/21、
7/19、9/20､10/18､11/15､12/6､1/17

蒲生コミュニティセンター
金曜日 午前10：00〜12：00
講師 垣見真由美さん
持物 顔彩絵具・墨汁・皿・彩色筆・水
入れ・割り箸・筆洗

手ごね
ぱんづくり教室

★講師からのひとこと 〜 初めての方でも大丈夫！手作りに
チャレンジしてみませんか。経験者の方もいろいろなメ
ニューで楽しんでいただけます。
開講日 5/25、7/20、9/21、11/16

蒲生コミュニティセンター
受講料3,000円
土曜日 午前10：30〜午後1:30
（材料代2,000円）
講師 新井久美子さん
４回開講
持物 エプロン・マスク・三角巾・手
定員16人程度
拭きタオル・筆記用具
蒲生コミュニティセンター
受講料3,000円
土曜日 午前10：30〜午後1:30
（材料代2,000円）
講師 新井久美子さん
４回開講
持物 エプロン・マスク・三角巾・
定員16組程度
手拭きタオル・筆記用具

ハンドメイドで楽しむ

親
子
ぱんづくり教室

★講師からのひとこと 〜 親子で手作りパンを楽しみません
か。初めての方でも大丈夫！ピザパン、カレーパン、ティラ
ミスなど。 開講日 6/22、8/17、10/19、12/21

はじめての
英会話教室

★講師からのひとこと 〜 楽しい英会話を始めて、自分の世
界を広げませんか。英語を通じてハッピーコミュニケーショ
ン！大人対象の初心者向け英会話です。気軽にご参加を！
開講日 5/13・27、6/10・24、7/1・29、8/5・19、9/2・9

蒲生コミュニティセンター
月曜日 午前10：00〜11：30
講師 田中志保美さん

受講料4,000円
（材料代1,300円）
８回開講
定員15人程度

受講料4,000円
（教材費2,000円程度）
10回開講
定員15人程度

リズム体操

リズム体操は、精選した動きと音楽がひとつになった心地よ
い楽しい運動です。誰でも無理なくやさしい健康づくり！
4/4･18、5/2･16、6/6･27、7/4･18、8/1･22、9/5･19
10/3･17､11/7･21､12/5･19､1/16･30､2/6･20､3/6･20

蒲生コミュニティセンター 小ホール
毎月2回 木曜日 午前10：00〜11：30
講師 平出恵美子さん

有酸素運動と
ヨガで健康に

有酸素運動は心肺の機能を強化し、抹消の血液循環を改善し
て代謝をよくします。ヨガは心と体をひとつに結びます。
4/3･17、5/1･15、6/5･19、7/3･17、8/7･28、9/4･18､
10/2･16､11/6･20、12/4･18、1/8･22、2/5･26、3/5･19

蒲生コミュニティセンター 小ホール
毎月2回 水曜日 午前10：00〜11：30
講師 山本いづみさん

親子で楽しく
リトミック

音楽という素材を使い、親子で楽しく音楽に合わせて体を動
かしませんか？お好きな日にお気軽にお越しください。
4/24、5/22、6/26、7/24、8/28、9/25、10/23、
11/27、12/18、1/22、2/26、3/26

蒲生コミュニティセンター 小ホール
参加費
毎月1回 水曜日 午前10：00〜11：00
１回300円
講師 リトミック研究センター
滋賀第一支局の先生
（当日徴収・予約不要）
対象 ３歳までのこどもと保護者

ココロもカラダもいきいき

参加費
１回300円
持物 バスタオル・水分補給用飲物・運動 （当日徴収・予約不要）
できる服装と靴

参加費
１回500円
持物 バスタオル・水分補給用飲物・運動 （当日徴収・予約不要）
できる服装と体育館シューズ

★能登川コミュニティセンター会場 講座 昨年度開講した４講座
・浴衣の着付け講座 ・初心者のためのデジタルカメラ講座
・きもの簡単着付け講座 ・プロに学ぶ料理講座 に引き続き、平成25年度も能登川コミュニティセンターで講座開講予定。
各講座の募集は、開講にあわせてその時期に募集いたします。コミュニティセンターだよりや市広報などを通じてご案内いたします

八日市文化芸術会館から始まる生涯学習 〜 笑顔で交流time
男のヨガ入門
シロウトによる

収納
アドバイス講座

呼吸を整え、自分の内面と向き合いましょう。ヨガを通して
慌ただしい日常を一旦リセットしてリフレッシュしませんか？
開講日 4/11、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12、10/10、
11/14、12/12、1/9、2/13、3/13
毎月収納で暮らしを見つめなおしましょう。物が整理される
と心もスッキリ。自分流の収納術をアドバイス！
開講日 4/26、5/24、6/28、7/26、8/23、9/27、
10/25、11/22、12/20、1/24、2/28、3/28

八日市文化芸術会館 練習室
毎月第2木曜日 午後2:00〜3:15
講師 山本いづみさん

参加費
１回500円
持物 バスタオル・水分補給用飲物・運 （当日徴収・予約不要）
動できる服装と上履き

八日市文化芸術会館 学習室
毎月主に第４金曜日
午前10：00〜11：30

参加費
無 料
定員20人程度

小学生チャレンジ
ネイチャーキッズ

★東近江をかけぬけよう！PART２ 愛東〜永源寺方面 ＊対象：小学生（保護者もご一緒にどうぞ）
自然の中での様々な活動をとおして自然を大切にし､その中にある不思議な出来事を体験とともに学ぶ。
自然環境と水や土や命を大切にする心を育てます。昨年の PART１に続く PART２は、愛東永源寺方面。
開講予定・作物栽培農家の話を聞こう（5月下旬）
・愛郷の森ツアー(8月下旬）
・川をわたろう（10月中旬）
・
お味噌のパワー（2月9日）＊土日に開講します。材料費などが必要な場合は実費をその都度集めます。

受講料1,500円
４回開講
定員20人程度

ネイチャーキッズ
特別講座

★農場体験＆小学生にもできる農産加工にチャレンジ！（8 月上旬予定）ネイチャーキッズ受講生を
中心に、開催時期にあわせて募集します。お楽しみに。

参加費１回500円
定員20人程度

初心者のための
デジタルカメラ講座

初心者を対象に開催。何気なく押しているシャッターも
ちょっとしたコツで素敵な写真になることを指導していただ
きます。開講日 土曜日で調整中（決まり次第、広報などで
お知らせします。）

八日市文化芸術会館
土曜日 午前10：00〜11：30
講師 外村俊夫さん

受講料1,000円
４回講座
定員15人程度

きもの簡単
着付け講座

日本文化を代表する「着物」。興味がある人、気軽に着てみ
たい人など、一人でもちゃんと着られるようになります。ま
ずはチャレンジしてみましょう！
開講日 2/1、2/8、2/15、2/22

八日市文化芸術会館
土曜日 午前10：00〜12：00
講師 廣瀬絹子さん

受講料2,000円
４回講座
定員15人程度

あっとおどろく自然体験

快適パソコンライフ ★ ほんとに初めて！という方から、コース別に学べます！
★今からでも間に合うパソコン入門！ 初めての方､シニアの方､

湖東コミュニティセンター
⑴パソコン
買ったばかりという方などを中心に、電源をいれるところから基
とにかく超初心者 本操作と入力方法を丁寧に､何度も繰り返し指導します。基礎を一 各コース日程
（１） 5/7(火)・9(木)・14(火)・21(火)
基礎入力コース から学びたい人にも最適。ひとつずつ覚えましょう。

⑵文書をつくろう
ＷＯＲＤ
初級コース

⑶EXCEL
基礎コース

5/28(火) 午後7：30〜9：30
★簡単な文書を作ってみよう！WORDの機能を習得します。
（２） 6/4(火)・5(水)・11(火)・18(火)
文書作成を基本に、
文字の装飾や罫線などを学びます。
6/25(火) 午後7：30〜9：30
ＷＯＲＤについてのいろいろな質問にもお答えします。まずは文
（３） 7/2(火)・3(水)・9(火)・16(火)
章を入力してみましょう。
7/23(火) 午後7：30〜9：30
★表計算ソフトEXCELの基礎を学びます。EXCELの機能を使って
数字の入力から始め、数式の使い方や様々な計算と、便利な表の作 （４） 7/30(火)・8/6(火)・20(火)・27(火)
9/3(火) 午後7：30〜9：30
り方を丁寧に指導します。まずはチャレンジしてみましょう。決し
て難しくありません。
（５） 11/12(火)・19(火)・26
（火）
午後7
：
30〜9
：
30
★ワンランクアップ！EXCELの機能をもっと活用しよう！

各コース
５日間開講
受講料4,000円
定員15人程度
（パソコン持込
の方を含む）

も
あなたに
の
て
め
初
きます！
きっとで

⑷EXCEL
中級コース

EXCELで出来る計算は多種多様。いろいろな関数を用いて様々な （６） 11/15（金）
・22
（金）
・29
（金）
式の作成方法を学びます。EXCELについて更に難しい質問にもお
午後7：30〜9：30
答えします。
機器は講師よりWindows7搭載パソコン
⑸画像データ・ ★画像データの基礎とファイル管理を学ぶ。デジカメで撮影した を準備していただきます。
（８台）
画像の扱い方､画像の保存、EXCELなどのソフトで便利な使い方を
ファイル管理コース 学びます。画像を使うと一層楽しくなります。
ノートパソコンの持込をされる場合は
申込時にその旨お伝えください。
★インターネットを体験しましょう。いまや情報は一瞬にして世
⑹インターネット 界を駆け巡ります。ホームページの見方やダウンロードの方法な 講師 パソコン研究所 西谷繁義さん 他
教材費は開講初日に徴収します。
基礎＆応用コース どインターネットの基本を学び実際に使ってみましょう。

⑺簡単ポイント
アドバイスコース

３日間開講
受講料2,500円
定員15人程度
（パソコン持込
の方を含む）

★あなたの作りたい文書や表計算などでわからないところがあれ 上記（1）〜（6）コース日程の中から随時､何
受講料
ばお手伝いしながら、WORDやEXCELの機能についてアドバイス 度でも選べます。詳しくはご相談ください。 １回500円
それぞれ午後１時30分〜３時30分頃
します。
（高度なデータ処理はできない場合があります）
定員1日3〜4人程度

＊教材費は⑴〜⑹の各コース 2千〜3千円程度予定。
（ご家庭でもできる詳しい解説、カラー刷り講師専用テキスト） 各コースともノートパソコンを
お持ちの方は持ち込み可。
（但し、EXCEL、WORDが使えるもの。Windows8やソフトの内容が異なる場合は可能な範囲での対応となります。
（5）はペイン
ト、フォトショップなど使用する場合あり。申込み時に質問事項等のある方は別途お聞かせいただき、開講時にできる限りお答えさせていただきます。

●○●
★ 受付場所および時間

★ 申込期間 ：

各 講 座 の 申 込 方 法

● 八日市文化芸術会館
● 蒲生コミュニティセンター
● 湖東コミュニティセンター

午前９時００分〜午後５時００分
午前９時００分〜午後８時００分
午前９時００分〜午後８時００分

●○●
＊月曜休館

① ３月２６日（火）〜 ３月３１日（日）の期間は上記３箇所で全ての講座を
（但し、受付時間が会場で異なりますのでお間違いのないようお申込みください。）
受け付けます。
② ４月１日（月）以後は各講座の開催される会場での受付となります。

＊各講座先着順とし、講座によっては定員になり次第締め切る場合があります。
（休館日を除き､土日祝も受付可）
＊下記の申込書に記入し、受講料を添えて申し込んでください。一度納めていただいた受講料はお返しできません。
各講座の教材費、材料費、保険料ほか諸経費は実費負担とし各講座ごとに開講日に集めさせていただきます。
下記の申込書がさらに必要な場合は、コピーして使っていただいても結構です。
＊各講座とも受講申込者が少なく開講が無理と判断される場合はその講座に限り開講できない場合があります。
＊各講座とも諸事情等により開講日や内容に変更が生じることがあります。
お問い合わせ ● 八日市文化芸術会館 生涯学習センター機能的事業
指定管理者 (公財)東近江市地域振興事業団
〒527-0039 東近江市青葉町1番50号
TEL0748-23-6862 ＩＰ電話801-6862 FAX0748-23-6863
● 蒲生コミュニティセンター （蒲生会場 蒲生コミュニティセンター駐在）
〒529-1531 東近江市市子川原町461-1 TEL0748-55-0207 ＩＰ電話801-0207 FAX0748-55-3898
● 湖東コミュニティセンター （湖東会場 湖東コミュニティセンター駐在）
〒527-0113 東近江市池庄町495番地
TEL0749-45-0950 ＩＰ電話801-0950 FAX0749-45-2049
キ
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）
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日 男・女

年
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日（男・女）

円 諸経費は開講日徴収

・納めていただいた受講料は原則としてお返しできません。
・子育てひろばはこどもの名前・生年月日を記入してください。
・ご記入いただいた個人情報は、講座開催時の本人確認、受講名簿作成､
講座に関する連絡、今後の講座ご案内の目的にのみ使用いたします。

収

円
＊上記金額を領収いたしました。
ただし、下記講座の受講料として
●講座名
●受付Ｎｏ．

ト
リ

証

●受付会場 ①八日市文化芸術会館
②蒲生コミュニティセンター
③湖東コミュニティセンター

（領収印）

・納めていただいた受講料は原則としてお返しできません。
・子育てひろばはこどもの名前・生年月日を記入してください。
・ご記入いただいた個人情報は､講座開催時の本人確認､受講名簿作成､
講座に関する連絡、今後の講座ご案内の目的にのみ使用いたします。

