
令和５年度 徳島県立総合教育センター 
マナビィセンター主催講座

【募集期間】 

【申込方法】 
にて受付いたします！

※ＱＲコードでの受付は4/11(火)17:00まで
　　　　　　       4/12(水)以降も、定員に満たない講座は
　　　　　　  　  その他の申込方法で随時受付いたします。
　　　　　　    ※定員を超えた場合は抽選といたします。

〒779-0108 板野郡板野町犬伏字東谷1-7
【ＵＲＬ】http://www.tokushima-ec.ed.jp 

【お問い合わせ】徳島県立総合教育センター生涯学習支援課

【ＴＥＬ】088-672-5400　【ファクシミリ】088-672-5462

【親子で楽しむ体験ひろば】

【子ども体験ひろば】

1

あせび子ども邦楽教室

（箏） 毎月 第1・3土曜日

13:30～15:00
3歳～小学生 30名

箏を通して和楽器の美しい音色に触れ、心を豊かにする

こと。また、日本の伝統音楽に興味や関心をもち、これら

に対する理解を深め、愛好する心を育成することを目標

としています。

約3,000円
（箏爪代）【猪井　恵朱】

（財）日本当道音楽会師範
徳島県邦楽協会常任理事

日時（変更の場合あり）

募集定員
材料費等

毎月 第1水曜日

10:30～11:30

毎月 第3水曜日

10:30～11:30

講　座　名 講　師　よ　り

ベ ビ ー 講 座

1～3歳くらいまでの

お子様と保護者 5組

【渡邉　加奈子】
（一社）乳幼児子育て

サポート協会インストラクター

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ・赤ちゃんｻｲﾝ講師

おむつなし育児アドバイザー
1歳くらいまでの

赤ちゃんと保護者 １０組

2

おはなしと折り紙 毎月 第２・４土曜日
13:30～15:30

20名程度
（申込不要）

おはなし（絵本の読み聞かせ）、折り紙、バルーンアートな

どを親子で楽しみましょう！

※第４土曜はオンライン配信も行っています。

無　料
【田村　真弓】
おはなし にじの会

3

みんなで楽しむ
映画会 月１回程度 日曜日

14:00～

（申込不要）

月に1回程度、総合教育センター１階ホールを

主会場として、映画会を開催します。ご家族

やお友達と一緒に是非ご来場ください。

※上映日や内容などの詳細は、こちら →

無　料
【 場 所 】

総合教育センター

ホール 他

1

親子のふれあい講座です。ベビーマッサージは身体の発達促
進や、心の安定にも繋がります。オイルを使った簡単なマッ
サージをお伝えしていきます。マッサージ後は、産後の子育て

のお悩みなどを一緒にお話して、解決していきましょう。

☆キッズクラス☆
　毎月第1水曜(1～3歳くらいまでのお子様と保護者対象)
☆ベビークラス☆

　毎月第3水曜(1歳くらいまでの赤ちゃんと保護者対象)

初回オイル代金

として2,300円

キッズクラス

【1回１０００円】

ベビークラス

【1回700円】

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇　申 込 欄 （ファクシミリ・窓口持参用）  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

講座名

よみがな 子ども よみがな 子どもの年齢

住所　〒(　　　　-　　　　　) 電話番号(日中連絡のつきやすい番号)

氏 名
※子ども参加の講座は、保護者名をご記入ください ※（複数名記入可）

　　　　　　　歳



令和５年度 徳島県立総合教育センター マナビィセンター主催講座

※この講座は県立総合大学校社会学部主催講座です。１時間につき１単位を修得できます。 

【学んで伝える体験ひろば】

  講 座 名 日時（変更の場合あり）
募集定員 講 師 よ り 材料費等

1

楽しく学ぼう
パソコン講座 毎月 第2水曜日

13:00～15:00
初心者 20名

初心者を対象に、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・プログラミング等でパソコ
ンを楽しみましょう。

前期2,500円
後期2,500円
（資料代）【岩本 美恵子】

SAITA1級 とくしま学博士
シルバー大学校講師

2

水彩植物画教室
（ボタニカルアート） 毎月 第1・3水曜日

10:00～12:00
初級者 10名

四季折々の草花を透明水彩で描きます。国内で活躍する先生方の模写
を中心に描きます。

初期費用
（画材費）
約5,000円

以後は消耗品費等【三木 哲夫】

3

絵手紙ひろば 毎月 第3水曜日
13:30～15:30

15名

初めての方は基礎から教えます。継続されている方は、その人の個性
を伸ばしたいと思います。 1年5,000円【福田 信行】

ギャラリーファンファーレ
絵手紙教室講師

4
オカリナ教室

毎週 水曜日
13:30～15:30
初めての方 8名

たくさんの方々に、オカリナを通して心身ともに健康で豊かな人生を
過ごしてもらうことが目標です。初めての方、経験のある方のクラス
を分けて、丁寧に教えます。
☆初めての方・・・・・・毎週水曜 13:30～15:30
☆経験のある方・・・毎週木曜 13:30～15:30

1か月500円
（道具購入は
要相談）

【松尾 義和】
毎週 木曜日
13:30～15:30
経験のある方 8名

5

ハーモニカ(複音)♪
初級講座

毎月 第2・4水曜日
13:00～14:30

初心者（基礎から
習いたい方）１０名

複音ハーモニカの正しい奏法を学び､童謡・唱歌等楽しく演奏できる
ことを目標にします。

１か月500円
（資料代）

ハーモニカと教本
７，000円～

【池本 悦子】
日本ハーモニカ芸術協会
公認指導員準師範

6

やさしい三味線
入門講座

毎月 第3金曜日
10:00～11:00
初級者(初心者)

１０名

「やさしい三味線入門講座」は､初めて三味線を学ぶのにうってつけ
の、やさしく分かりやすい講座です。

前期3,500円
後期3,500円

（三味線貸出し有）【矢部 千鶴子】
長唄佐門会・佐苗会

小松島みなと交流センター三味線講師

7

短歌講座 毎月 第1火曜日
13:30～15:00
２０名

初心者は基礎から、経験者はもう一歩先へ。詠う喜びを伝え、文学
（詩、俳句他含む）の基礎を学びます。 １回500円【野村 千惠子】

徳島大学日本語講師
上板町文化ｾﾝﾀｰ古典講座講師

8

茶道教室
（裏千家） 毎月 第4土曜日

13:30～16:30
１０名程度

初心者、経験者それぞれの方の状況に応じて、お茶・お菓子の召し上
がり方、点前や楽しみ方など、茶道の基本と日本の伝統的な立居振舞
をお教えします。

１回500円
【坂本 恵子（宗恵）】

裏千家茶道教授
裏千家淡交会徳島支部常任幹事

9

パッチワーク教室 毎月 第3金曜日
13:30～15:30
２０名

ポーチ、バック、タペストリーなどを製作します。
1作品につき
2,000円～

(作品による)【西川 和美】
ＫＱＳ鴨川キルトスクール講師

10

ニット教室 毎月 第3土曜日
13:30～15:30
２０名

棒針、かぎ針で小物、ベスト、セーターなどを編みます。
1作品（3か月）に
つき6,000～
8,000円程度

【徳方 カツコ】
日本手芸普及協会講師

魔法の1本針インストラクター

11

プリザーブドフラワーで
アレンジを楽しもう

奇数月 第4水曜日
13:30～15:30

8名
※３月はなし

プリザーブドフラワーを使って、フラワーアレンジメントを楽しんで
いただきます。

１回につき
2,000～
5,000円【橋本 友美】

プリザーブドフラワー製作販売
Ｆｌｏｒｉｓｔ Ｎｏｍａ主宰

12

手話サークルあせび 毎月 第2・4金曜日
第4火曜日
13:15～15:15
２０名

手話の勉強をします。 無 料
【梅川 正明】

13

韓国語教室 毎週 土曜日
（第４土曜除く）

10:00～11:30
初中級者 １０名

会話例を使って、1回に1～２つの文法を学習します。
言葉を勉強しながら、韓国の文化について学びます。
※第４土曜はオンライン配信のため、お休みになります。

1年3,200円
（教本・資料代）【金 恵珍】

ソウル大学
韓国語教員養成課程修了

14

カラー魚拓に挑戦
してみよう！ 毎月 第3土曜日

13:00～１6:00
5名程度

自分で釣った魚をカラー魚拓にしてみませんか？技法を基本から学び、
最終的にはご自身の作品完成を目指します。初心者の方にも個別指導
しますので、お気軽にご参加ください。（講座に使用する魚は当方に
て用意します）

1回につき
1,500円【朝井 龍精】

カラー美術魚拓「竜の子会」名取

日時（変更の場合あり）

募集定員
材料費等講　座　名 講　師　よ　り

1

楽 し く 学 ぼ う
パソ コン講 座 毎月 第2水曜日

13:00～15:00

初心者 20名

初心者を対象に、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・プログラミング等でパソ

コンを楽しみましょう。

前期2,500円
後期2,500円
（資料代）

【岩本　美恵子】
SAITA1級　とくしま学博士

シルバー大学校講師

2

水彩植物画教室

（ボタニカルアート）
毎月 第1・3水曜日

10:00～12:00
初級者 10名

四季折々の草花を透明水彩で描きます。国内で活躍する

先生方の模写を中心に描きます。

初期費用

（画材費）

約5,000円
以後は消耗品費等【三木　哲夫】

3

絵手紙ひろば 毎月 第3水曜日

13:30～15:30

15名

初めての方は基礎から教えます。継続されている方は、

その人の個性を伸ばしたいと思います。
1年5,000円【福田　信行】

ギャラリーファンファーレ

絵手紙教室講師

オ カ リ ナ 教 室

毎週 水曜日

13:30～15:30

初めての方 8名

【松尾　義和】
毎週 木曜日

13:30～15:30
経験のある方 8名

5

ハーモニカ(複音)♪
初級講座

毎月 第2・4水曜日

13:00～14:30

初心者（基礎から

習いたい方）１０名

複音ハーモニカの正しい奏法を学び､童謡・唱歌等楽しく

演奏できることを目標にします。

１か月500円
（資料代）

ハーモニカと教本

７，000円～
【池本　悦子】

日本ハーモニカ芸術協会

公認指導員準師範

6

やさしい三味線
入 門 講 座

毎月 第3金曜日

10:00～11:00

初級者(初心者)

１０名

「やさしい三味線入門講座」は､初めて三味線を学ぶの

にうってつけの、やさしく分かりやすい講座です。

前期3,500円
後期3,500円

（三味線貸出し有）
【矢部　千鶴子】

長唄佐門会・佐苗会

小松島みなと交流センター三味線講師

7

短 歌 講 座 毎月 第1火曜日

13:30～15:00

２０名

初心者は基礎から、経験者はもう一歩先へ。詠う喜びを

伝え、文学（詩、俳句他含む）の基礎を学びます。
１回500円【野村　千惠子】

徳島大学日本語講師

上板町文化ｾﾝﾀｰ古典講座講師

8

茶 道 教 室

（ 裏 千 家 ） 毎月 第4土曜日

13:30～16:30

１０名程度

初心者、経験者それぞれの方の状況に応じて、お茶・お菓

子の召し上がり方、点前や楽しみ方など、茶道の基本と

日本の伝統的な立居振舞をお教えします。

１回500円
【坂本　恵子（宗恵）】

裏千家茶道教授

裏千家淡交会徳島支部常任幹事

9

パッチワーク教室 毎月 第3金曜日

13:30～15:30

２０名
ポーチ、バック、タペストリーなどを製作します。

1作品につき
2,000円～

(作品による)【西川　和美】
ＫＱＳ鴨川キルトスクール講師

10

ニ ッ ト 教 室 毎月 第3土曜日

13:30～15:30

２０名
棒針、かぎ針で小物、ベスト、セーターなどを編みます。

1作品（3か月）に

つき6,000～
8,000円程度

【徳方　カツコ】
日本手芸普及協会講師

魔法の1本針インストラクター

11

プリザーブドフラワーで
アレンジを楽しもう

奇数月 第4水曜日

13:30～15:30

8名

※３月はなし

プリザーブドフラワーを使って、フラワーアレンジメントを

楽しんでいただきます。

１回につき
2,000～
5,000円

【橋本　友美】
プリザーブドフラワー製作販売

Ｆｌｏｒｉｓｔ　Ｎｏｍａ主宰

12

手話サークルあせび
毎月 第2・4金曜日

第4火曜日

13:15～15:15

２０名

手話の勉強をします。 無　料
【梅川　正明】

13

韓 国 語 教 室 毎週 土曜日
（第４土曜除く）

10:00～11:30

初中級者 １０名

会話例を使って、1回に1～２つの文法を学習します。

言葉を勉強しながら、韓国の文化について学びます。
※第４土曜はオンライン配信のため、お休みになります。

1年3,200円
（教本・資料代）

【金　恵珍】
ソウル大学

韓国語教員養成課程修了

14

カラー魚拓に挑戦

してみよう！ 毎月 第3土曜日

13:00～１6:00

5名程度

自分で釣った魚をカラー魚拓にしてみませんか？技法を

基本から学び、最終的にはご自身の作品完成を目指しま

す。初心者の方にも個別指導しますので、お気軽にご参

加ください。（講座に使用する魚は当方にて用意します）

1回につき
1,500円【朝井　龍精】

カラー美術魚拓「竜の子会」名取

4

たくさんの方々に、オカリナを通して心身ともに健康で

豊かな人生を過ごしてもらうことが目標です。初めての

方、経験のある方のクラスを分けて、丁寧に教えます。

☆初めての方・・・・・・毎週水曜 13:30～15:30

☆経験のある方・・・毎週木曜 13:30～15:30

1か月500円
（道具購入は

要相談）


