
平成 29 年度 箕面シニア塾 募集要項
受講期間 2017 年 6月～ 12 月

申し込み締め切り 6月 10 日（土）

主催：箕面市・箕面市教育委員会　　主管：（公財）箕面市メイプル文化財団

〈お問い合わせ〉
箕面市立メイプルホール（午前 9時から午後 5時まで、月曜日休館）　
〒562-0001 大阪府箕面市箕面 5－11－23
電話：072-721-2123　ファックス：072-721-0495
メール：information@minoh-bunka.com

60歳以上の皆さまが、ともに学び、物事を知る楽し
さについて語り合える、箕面オリジナルの講座です。
また、負担の少ない運動に継続して取り組んだり、
健康維持を目的とした講座を取り入れ、介護予防・
健康長寿を目指すこともできます。
講師には、第一線で活躍する専門家から箕面を知る
地域の達人まで、様々なかたをお招きしています。
趣向を凝らした講座内容には定評があり、これまで
も多くの皆さまが参加されました。今年度も多くの
皆さまのご参加をお待ちしています。

60歳から、
広がる、
つながる。

箕

面

シ

ニ

ア

塾

受

講

生

募

集

箕面シニア塾とは？
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■選ぶ 楽しみ。広がる、つながる。個性あふれるプログラム

■まずは、皆さまで開講式

箕面シニア塾では、趣向を凝らしたプログラムをご用意しています。
ご自身に最適なプログラムをお選びください。

〈昨年の開講式の様子〉

〈昨年の講座の様子〉

箕面シニア塾では、全員そろっての開講式から
新年度が始まります。新しい仲間とともに、これ
から受講する講座への期待が高まります。
講座は全 10 回です。第 10 回目の講座は、修了式
とします。7 回以上出席したかたには修了証書
を授与します。

バラエティに富んだテーマに体験型講座を盛り込んだ、学びのきっかけづくりの
コースです。いくつになっても新たな世界や仲間との出会いに意欲を絶やさず、人生
を謳歌しましょう。　【テーマツアー 1回あり】

◆人生豊かに体験 ４ ページ

日本の文化や芸能を様々な角度から学び、その奥深さをじっくり味わえるコースです。
基本的な知識から今後の鑑賞に役立つ応用編まで伝統文化のもつ魅力を存分にお楽しみ
ください。　【テーマツアー 2回あり】

◆味わう愉しさ日本文化 ３ ページ

認知症予防やコミュニケーションツールの一つとして有効であると言われている麻雀。
ゲームの先を読み考えながら、「脳のアンテナ」とも言われる指先も動かし、脳に刺激を
与えましょう。これから始めよう、というかた向けにルールや楽しみかたを学びます。

◆60歳から始める健康麻雀 ５ ページ
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初心者でもゲームを楽しむことができる「スポーツ吹き矢」と「ダーツ」を体験します。
どちらも身体への負担は少ないですが、奥深いスポーツです。
実践しながら丁寧にお教えしますので、まずは一度やってみて。
その面白さにハマるかも知れません。

◆いろいろなスポーツに挑戦しよう ７ ページ

身近なダンスとして「社交ダンス」と「フォークダンス」の 2種目を体験します。
興味はあっても「難しそう」と思っていませんか？
初めてのかたに楽しんでいただく内容ですので、特別な知識や道具は必要ありません。
気負わず一緒に始めましょう。

◆みんなでたのしく健康ダンス ８ ページ

リズムに合わせて簡単な体操にチャレンジしませんか？楽しく体を動かせば
筋肉や心もほぐれます。筋力や心身の活力を維持するために、リハビリの専門家
である理学療法士による解説も交えながら取り組みます。
変わらず元気な身体を保つためのポイントを学びましょう。

◆楽しく体力アップ ９ ページ

「からだ」と「あたま」の体操を同時におこなう、「二重課題（デュアルタスク）」。
認知症予防と体力づくりの両方に効果的です。
慣れない動作が脳を活性化させるため、ここではみんなでたくさん間違いましょう。
運動・脳トレの強度はそれぞれの目標に合わせてじっくり取り組むことができます。

◆運動と脳トレでアンチエイジング 10 ページ

年齢を重ねるにつれ日々変化する自分の身体について、知識を深めましょう。
自分の身体に負担をかけず、やさしく上手に付き合うポイントを探ります。
また、簡単な体操もおこないます。　【テーマツアー 1回あり】

◆健康・医療について知る 12 ページ

世界で唯一「転倒予防に効果的である」と検証結果が出ている太極拳。
しなやかでゆったりとした動きの中に、独自の哲学にのっとった世界があります。
力ではなく意識を使って、途切れる事無く動作を続けるため、からだのバランスが
整っていき、心身ともに元気になりますよ。

◆簡単太極拳で転倒予防 11 ページ

◆見どころいっぱい箕面探検
私たちの暮らす箕面はどんな街でしょうか。「歴史」、「自然」、「名所・名物」など、視点を
変えて箕面をひもとけばこれまで気づかなかった発見があります。時には、自然の残る
地域や街並み、歴史・文化を感じさせる街道などを実際に歩きながら、箕面の魅力を
見つけていきます。

６ ページ
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①味わう愉しさ日本文化
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日　時 内　容 会　場

メイプルホール

大ホール

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

2階大会議室 2

兵庫県小野市浄土寺

兵庫県加古川市鶴林寺

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

2階大会議室 2

メイプルホール

大ホール

10 月 30 日（月）

午後 2時～ 4時

6 月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）

7月 10 日（月）

オリエンテーション：

　　午後 1時 30 分～ 2時

講座：午後 2時～ 4時

7 月 31 日（月）

午後 2時～ 4時

9 月 25 日（月）

午後 2時～ 4時

11 月 27 日（月）

午後 2時～ 4時

開講式

修了証書授与　ほか修了式

9月 11 日（月）

午後 2時～ 4時

歌舞伎へのいざない

講師：斉藤利彦（佛教大学歴史学部准教授）

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

魅惑の浮世絵～北斎づくし～

講師：北川博子
（あべのハルカス美術館主任研究員）

近松に親しむ

講師：乾安代
（園田学園女子大学近松研究所所長（教授））

仏像ってなんだろう
～かたちや動きを読みとくヒントを知ろう～

講師：田中夕子
（佛教大学総合研究所特別研究員）

文楽人形の解説

講師：吉田幸助（人形浄瑠璃文楽座人形遣い）

体感しよう　能楽の世界

講師：山本哲也（能楽師）

11 月 13 日（月）

午前 11 時～午後 3時 40 分

※時間がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。

10 月 16 日（月）

午前 8時 20 分にメイプルホール
を出発予定

※時間がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。

【テーマツアー】文楽公演鑑賞

＊実費負担 4,000 円
（1等席鑑賞料（通常価格 6,000 円）、簡易保険料）

【テーマツアー（バス）】
大迫力！浄土寺の阿弥陀三尊立像と

鶴林寺を巡る

＊実費負担 5,500 円
（交通費、拝観料、食事代、簡易保険料込み）

国立文楽劇場

※現地集合

（最寄り駅 地下鉄「日本橋」駅）
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②人生豊かに体験

1
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日　時 内　容 会　場

メイプルホール

大ホール

グリーンホール

2階大会議室 2

大阪青山大学

調理実習室

※阪急箕面駅集合
　　バスで向かいます

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

2階大会議室 2

グリーンホール

1階大会議室

メイプルホール

大ホール

6 月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）

7月 22 日（土）

午前 10 時 30 分～午後 1時 30 分

※曜日と時間がほかの講座と
　異なります。ご注意ください。

9 月 15 日（金）

午後 2時～ 4時

10 月 6 日（金）

午後 2時～ 4時

11 月 24 日（金）

午後 2時～ 4時

開講式

修了証書授与　ほか修了式

9月 1日（金）

午後 2時～ 4時

世界に輝く日本映画

講師：武部好伸（エッセイスト）

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

夏を乗り切ろう！夏バテ予防ランチ

講師：東根裕子（大阪青山大学教授）
＊実費負担 750 円（材料費、簡易保険料込み）

天然アロマで脳活性！
アロマ水を作ろう !!

講師：岡山栄子（ゆらぎスタイル）

＊実費負担 500 円（材料費）

茶の湯のおもてなしー茶事と懐石ー

講師：生形貴重（千里金蘭大学名誉教授）

【テーマツアー（バス）】

藍染めと阿波踊り体験

＊実費負担 5,900 円
（交通費、入館料、体験料、食事代、簡易保険料込み）

みんなで歌おう♪歌声広場

講師：シルバーアドバイザー箕面・豊能

徳島県

板野郡藍住町 藍の館

徳島市 阿波踊り会館

7月 7日（金）

オリエンテーション：
　　午後 1時 30 分～ 2時
講座：午後 2時～ 4時

上方落語の近代化
ー明治の新作落語が古典落語になるまでー

講師 :古川綾子（上方演芸研究家）

ベストヒット！昭和歌謡の世界
ー戦後歌謡曲のあゆみー

講師 :古川武志（大阪市史料調査会調査員）

11 月 6 日（月）

午後 2時～ 4時

※曜日がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。

10 月 20 日（金）

午前 8時 10 分にメイプルホール
を出発予定

※時間がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。
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③60 歳から始める健康麻雀

グリーンホール

2階大会議室 1

7 月 26 日（水）

午後 2時～ 4時

9 月 13 日（水）

午後 2時～ 4時

10 月 11 日（水）

午後 2時～ 4時

10 月 25 日（水）

午後 2時～ 4時

11 月 8 日（水）

午後 2時～ 4時

11 月 22 日（水）

午後 2時～ 4時

9 月 27 日（水）

午後 2時～ 4時

1

2
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10

日　時 内　容 会　場

メイプルホール

大ホール

6月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

開講式

メイプルホール

大ホール

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）
修了証書授与　ほか修了式

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

「これから麻雀を始めよう」、「興味はある
けど、やったことがない」というかた向け
の講座です。
経験者がルールの基本からお教えします。
講座は、実際にゲームをしながら進める
実践形式です。
また、コミュニケーションが必要なゲーム
ですので、新しい友達もできますよ。

講師：彩り会 麻雀部会

7 月 12 日（水）

オリエンテーション：
　　午後 1時 30 分～ 2時
講座：午後 2時～ 4時
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④見どころいっぱい箕面探検

メイプルホール

大ホール

6月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

開講式

メイプルホール

大ホール

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）
修了証書授与　ほか修了式

中央生涯学習センター

3階講座室

中央生涯学習センター

3階講座室

MINOH BEER

WARE HOUSE

中央生涯学習センター

3階講座室

集合：阪急箕面駅

解散：阪急箕面駅

中央生涯学習センター

3階講座室

中央生涯学習センター

3階講座室

集合：阪急箕面駅

解散：阪急箕面駅

10 月 24 日（火）

午後 2時～ 4時

9 月 26 日（火）

午後 2時～ 4時

9 月 12 日（火）

午後 2時～ 4時

11 月 14 日（火）

午後 2時～ 4時

1

10

日　時 内　容 会　場

箕面の歴史に親しもう／
写真で見る昔の瀧道

講師：箕面市総務部総務課

箕面ブランドを知ろう
～箕面ビール～

講師：大下香緒里

（株式会社箕面ビール 代表取締役・工場長）

＊実費負担 600 円（ビールのテイスティング）

まち歩きの楽しみ
～歴史を語る箕面の古民家～

講師：みのお市民まちなみ会議

見どころ解説①「巡礼道を東へ
自然の神秘　医王岩をめぐる」

講師：箕面観光ボランティアガイド

まち歩き①「巡礼道を東へ
自然の神秘　医王岩をめぐる」

講師：箕面観光ボランティアガイド

まち歩きの楽しみ
～まちなみの中の指定樹木～

講師：みのお市民まちなみ会議

見どころ解説②「巡礼道を西へ
大正ロマンのまちを往く」

講師：箕面観光ボランティアガイド

まち歩き②「巡礼道を西へ
大正ロマンのまちを往く」

講師：箕面観光ボランティアガイド

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

3

2

4

5

6

7

8

9

7 月 11 日（火）

オリエンテーション：
　　午後 1時 30 分～ 2時
講座：午後 2時～ 4時

10 月 10 日（火）
午後 1時 30 分～ 4時 30 分

※時間がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。

7月 25 日（火）

午後 2時～ 3時

※時間がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。

11 月 28 日（火）

午後 1時 30 分～ 4時 30 分

※時間がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。
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1

10

⑤いろいろなスポーツに挑戦しよう
日　時 内　容 会　場

メイプルホール

大ホール

6月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

開講式

メイプルホール

大ホール

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）
修了証書授与　ほか修了式

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

2

第二総合運動場

会議室

3
7 月 20 日（木）

午後 2時～ 4時

5
9 月 21 日（木）

午後 2時～ 4時

7
10 月 19 日（木）

午後 2時～ 4時

4
9 月 7 日（木）

午後 2時～ 4時

9
11 月 16 日（木）

午後 2時～ 4時

8
11 月 2 日（木）

午後 2時～ 4時

6
10 月 5 日（木）

午後 2時～ 4時

7 月 6 日（木）

オリエンテーション：
　　午後 1時 30 分～ 2時
講座：午後 2時～ 4時

スポーツ吹矢は、どなたでも手軽にでき、
ゲーム感覚で楽しみながら健康になれる
スポーツとして注目されています。
健康効果の秘訣は、腹式呼吸をベースに
したスポーツ吹矢式呼吸法です。
集中力も身に付きますよ。
初めてのかたを対象に、吹矢を吹く感覚
を楽しみながら基本から体験します。

服装・持ち物：運動のできる服装、
　　　　　　　上ばき、汗ふきタオル、
　　　　　　　飲み物

講師：
（一社）日本スポーツ吹矢協会 大阪箕面支部

実費負担：200 円（マウスピース代 初回のみ）

ダーツは若者のスポーツと思われがち
ですが、シニア層からも人気上昇中です。
紙飛行機を飛ばす程度の力で楽しめながら
指先の微妙なコントロールや全身のバラン
スが必要な運動となります。
また、点数計算もともないますので頭と
身体が適度に刺激されます。
まずは、ダーツを投げる感覚を楽しみま
しょう。基本から体験します。

服装・持ち物：運動のできる服装、
　　　　　　　上ばき、汗ふきタオル、
　　　　　　　飲み物、

               マイダーツをお持ちのかた
               はご持参ください。

講師：箕面市ダーツ協会
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⑥みんなでたのしく健康ダンス

1

10

日　時 内　容 会　場

メイプルホール

大ホール

6月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

開講式

メイプルホール

大ホール

12月20日（水）

午前 10 時～正午（予定）
修了証書授与　ほか修了式

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

今が青春！社交ダンス入門
キラキラの健康と素敵なお友達作り♪
ジルバとブルースで社交ダンスの素晴
らしさと楽しさを体験しよう！

服装・持ち物：長袖の服、
　　　　　　　運動のできる靴、
　　　　　　　汗ふきタオル、飲み物

講師：渡辺久子
（公益財団法人日本ボールルームダンス連盟、

 YY サークル）

なつかしのフォークダンスで
レッツ　コミュニケーション！
いつでも どこでも だれでも踊れる世界
のフォークダンスを体験しよう！

服装・持ち物：運動のできる靴、
　　　　　　　汗ふきタオル、飲み物

講師：金子紀子
（公益社団法人日本フォークダンス連盟）

グリーンホール

2階大会議室 1

※10 月 24 日は、

グリーンホール

1階大会議室となります。

2

3

4

5

6

7

8

9

7 月 25 日（火）

午後 1時 30 分～ 3時

9 月 12 日（火）

午後 1時 30 分～ 3時

9 月 26 日（火）

午後 1時 30 分～ 3時

10 月 10 日（火）

午前 10 時～ 11 時 30 分

10 月 24 日（火）

午前 10 時～ 11 時 30 分

11 月 14 日（火）

午前 10 時～ 11 時 30 分

11 月 28 日（火）

午前 10 時～ 11 時 30 分

7 月 11 日（火）

オリエンテーション：
　　午後 1時～午後 1時 30 分
講座：午後 1時 30 分～ 3時

※このコースは、前半と後半で開講時間が異なります。ご注意ください。



９

⑦楽しく体力アップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

日　時 内　容 会　場

メイプルホール

大ホール

6月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

☆このコースでは、リズムに合わせた体操をおこないます。

　運動の出来る服装・靴でお越しいただき、汗ふきタオル、飲み物をご持参ください

開講式

メイプルホール

大ホール

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）
修了証書授与　ほか修了式

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

多世代交流センター

（稲ふれあいセンター内）

ふれあいホール

10 月 27 日（金） 

午後 2時～ 4時

7 月 28 日（金）

午後 2時～ 4時

9 月 22 日（金）

午後 2時～ 4時

10 月 13 日（金）

午後 2時～ 4時

9 月 8 日（金）

午後 2時～ 4時

12 月 1 日（金）

午後 2時～ 4時

11 月 10 日（金）

午後 2時～ 4時

楽しく体力アップ！
理学療法士と体操しませんか

講師：各協力病院　理学療法士

やる気を引き出すコツ！
運動を継続するための動機づけとは？

講師：千里中央病院 理学療法士

これだけ動けば大丈夫！一週間の運動量

講師：彩都リハビリテーション病院 理学療法士

生活習慣病を予防・改善するには？

講師：ガラシア病院 理学療法士

楽しく・笑顔！がもたらす
脳や身体への働き

講師：千里リハビリテーション病院 理学療法士

不活動と痛み～動かないことが
痛みにどう影響するのか？！～

講師：相原病院 理学療法士

脳も体操！二重課題と運動能力の関係

講師：千里中央病院 理学療法士

老化の天敵、
フレイル・サルコペニアを知ろう！

講師：平成記念病院 理学療法士
　　　各協力病院　理学療法士

7月 14 日（金）

オリエンテーション：
　　午後 1時 30 分～午後 2時
講座：午後 2時～ 4時
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⑧運動と脳トレでアンチエイジング

2

7 月 18 日（火）

午後 2時～ 3時 30 分
3

9 月 5 日（火）

午後 2時～ 3時 30 分
4

9 月 19 日（火）

午後 2時～ 3時 30 分
5

10 月 3 日（火）

午後 2時～ 3時 30 分
6

10 月 17 日（火）

午後 2時～ 3時 30 分
7

11 月 7 日（火）

午後 2時～ 3時 30 分
8

11 月 21 日（火）

午後 2時～ 3時 30 分
9

日　時 内　容 会　場

10
メイプルホール

大ホール

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）
修了証書授与　ほか修了式

1
メイプルホール

大ホール

メイプルホール

大ホール舞台

6月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

開講式 基調講演

箕面市長　倉田哲郎

「からだ」と「あたま」の体操を同時におこなう、
「二重課題（デュアル・タスク）」に挑戦！
このコースでは、脳トレをしながら歩いたり、
ステップを踏むなど下半身の筋力強化やバラ
ンス能力を中心に取り組みます。
（立っておこなう運動です。）
「あたま」の体操は「できない」ことが前提です。
慣れないことに取り組むことが脳に刺激を
与えます。一緒に楽しく取り組みましょう。
また、「二重課題（デュアル・タスク）」だけでな
く、頭すっきり系・血流アップ系のストレッチ
や筋トレなどにも取り組みます。

※資料は使わず実践による反復練習です。

服装・持ち物：運動のできる服装・靴、
　　　　　　　汗ふきタオル、飲み物

講師：池下章（健康運動指導士）

7 月 4 日（火）

オリエンテーション：
　　午後 1時 30 分～ 2時
講座：午後 2時～ 3時 30 分
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⑨簡単太極拳で転倒予防

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

日　時 内　容 会　場

メイプルホール

大ホール

メイプルホール

大ホール

6 月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）

開講式

修了証書授与　ほか修了式

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

メイプルホール

大ホール舞台

7月 5日（水）

オリエンテーション：
　午後 1時 30 分～ 2時
講座：
　午後 2時～ 3時 30 分

講師：箕面市太極拳協会

太極拳は、全身運動で武術としてだけで

はなく、医療体育、生涯スポーツとして

親しまれています。

また、演武されることから芸術性も備え

たスポーツです。

ゆっくりとした動きの太極拳を継続的

におこなうことで、呼吸器官や足腰を

強化する効能もあり、転倒予防に効果

があると立証されています。

今回の講座では、一般的に普及している

太極拳の一部を、気軽に取り組める内容

にしています。

楽しく体験してみましょう。

服装・持ち物：

　　　運動のできる服装、

　　　運動靴（底がうすいほうが良い）、

　　　汗ふきタオル、飲み物

11 月 1 日（水）

午後 2時～ 3時 30 分

7 月 19 日（水）

午後 2時～ 3時 30 分

9 月 6 日（水）

午後 2時～ 3時 30 分

9 月 20 日（水）

午後 2時～ 3時 30 分

10 月 4 日（水）

午後 2時～ 3時 30 分

10 月 18 日（水）

午後 2時～ 3時 30 分

11 月 29 日（水）

午後 2時～ 3時 30 分
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⑩健康・医療について知る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

日　時 内　容 会　場

7月 13 日（木）

オリエンテーション：

　　午後 1時 30 分～ 2時

講座：午後 2時～ 4時

メイプルホール

大ホール

中央生涯学習センター

3階講座室

6 月 29 日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

開講式

メイプルホール

大ホール

中央生涯学習センター

3階講座室

ATC エイジレスセンター

（大阪市住之江区）

12 月 20 日（水）

午前 10 時～正午（予定）
修了証書授与　ほか修了式

60 歳からの身体を知ろう

講師：吉本夢厳（ガラシア病院理学療法士）

すっきりゴックンできますか？
（嚥下と口腔ケア）

講師：大城知子（歯科衛生士）

日々の生活から腰痛対策

講師：千里中央病院 理学療法士

認知症ってどんな病気？

講師：千里中央病院 作業療法士

まいにちおいしく健康に 食事と身体

講師：
千里リハビリテーション病院 管理栄養士

ひざ痛解消！あなたの痛みの原因は？

講師：
彩都リハビリテーション病院 理学療法士

頭と体を刺激する簡単エクササイズ

講師：吉村直也、中田圭亮、上野奨太
（千里リハビリテーション病院理学療法士）

基調講演

箕面市長　倉田哲郎

7月 27 日（木）

午後 2時～ 4時

9 月 14 日（木）

午後 2時～ 4時

9 月 28 日（木）

午後 2時～ 4時

10 月 12 日（木）

午後 2時～ 4時

10 月 26 日（木）

午後 2時～ 4時

11 月 30 日（木）

午後 2時～ 4時

【テーマツアー（バス）】
日本最大規模！
介護・福祉・健康関連の展示場を
　　　　　　　　　　見に行こう
＊実費負担 2,050 円
（交通費、食事代、簡易保険料込み）

11 月 9 日（木）

午前 9時 30 分にメイプル
ホールを出発予定

※時間がほかの講座と異なり
　ます。ご注意ください。
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日　時：平成 29 年（2017 年） 6 月 29 日（木）午前 10 時～ 11 時 30 分（予定）

会　場：箕面市立メイプルホール　大ホール

内　容：第 1部　塾長挨拶、主催者紹介

　　　　第 2部　基調講演　箕面市長 倉田哲郎

　　　　第 3部　オリエンテーション（学習の案内、質疑応答）

開講式について

修了証書の授与

・各コースのスケジュール・内容は、変更になる場合があります。

・受講決定されたかた以外の代理受講はできません。

・受講に際して要約筆記又は手話通訳が必要な場合は、申込み時にメイプルホール

　（電話 :072-721-2123）へご相談ください。

・講座では、記録のため、写真撮影をおこないます。その写真をパンフレットやホーム

　ページ等での広報として使用する場合があります。あらかじめご了承ください。

・講座を途中から受講される場合でも、受講料は所定の金額を納付いただきます。

・講師の急病、気象警報によりやむを得ず休講とする場合があります。講座中止または

　振り替えは随時お知らせいたします。

・講座の録音、写真撮影、ビデオ撮影はご遠慮くださいますようお願いいたします。

7回以上出席したかたには「修了証書」を授与いたします。

その他 受講の注意点

対象

【受講にあたって】

箕面市内在住、在職、在学の 60 歳以上のかたで、原則として全日程出席できるかた。

定員

※お一人様 2コースまで受講できます。

※申込み締め切り日以後であっても、定員に余裕がある場合は申込みを受け付けますの

　で、メイプルホール（電話：072-721-2123）へお問い合わせください。

基本受講料 1コースにつき 1,000 円（全 10 回）※別途実費負担あり

基本受講料および実費負担金の納付、キャンセルについて

・受講決定者には、開講式で基本受講料 1,000 円（全 10 回）の納付書をお渡しします。

　期日までに指定金融機関で納付してください。

・一旦納付された基本受講料は返金できかねますのでご了承ください。

・実費負担金は、各コースで納入期日を設定し現金で徴収いたします。

　キャンセル手続きについては受講決定後にお知らせいたします。

締め切り 6月 10 日（土）　※郵送の場合は必着

受講決定

※6月 23 日（金）までに結果通知が届かない場合はメイプルホール（電話 :072-721-2123）

　へご連絡ください。

各コース40名

6 月 20 日（火）までに結果通知を郵送いたします。
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ふりがな

名前

平成 29 年度 箕面シニア塾 受講申込書

住所

〒　　　－

電話番号（自宅） （携帯電話）

性別 男　・　女

年齢 歳

受講希望コース

受講コース数の希望
（　）１コース受講したい　　　（　）２コース受講したい

①味わう愉しさ日本文化 ⑥みんなでたのしく健康ダンス

②人生豊かに体験 ⑦楽しく体力アップ

③60 歳から始める健康麻雀 ⑧運動と脳トレでアンチエイジング

④見どころいっぱい箕面探検

⑤いろいろなスポーツに挑戦しよう

⑨簡単太極拳で転倒予防

⑩健康・医療について知る

申し込み方法

受講コース決定方法

【窓口】
本ページ下部の受講申込書に必要事項を記入のうえ、次の施設へ持参してください。 

　●中央生涯学習センター・メイプルホール（休館日：月曜日）　〒562-0001　箕面市箕面 5-11-23

　●グリーンホール（休館日：第 3水曜日）　〒562-0003　箕面市西小路 4-6-1

　●東生涯学習センター（休館日：月曜日）　〒562-0023　箕面市粟生間谷西 3-1-3

【郵送】
本ページ下部の受講申込書に必要事項を記入のうえ、メイプルホールへ郵送してください。

　●メイプルホール　箕面シニア塾係　〒562-0001 箕面市箕面 5-11-23

※お電話・ファックスでの申込み受け付けはおこなっておりません。
※申込み時に提供いただく個人情報は、箕面シニア塾関係のお知らせや今後の講座等の案内
　送付のためにのみ使用いたします。

受付印

※最大 2コースまで受講できます。いずれかに丸を付けてください。

※受講コースは抽選となります。より多くのかたに受講いただくため、公平に申込いた
　だいたかたすべてを抽選し選択順を決定しますので、第 3希望までご記入ください。
　コース名の左側に「1・2・3」とご記入ください。

①抽選で申込者全員に順位をつけます。
②順位が上のかたから順番にご希望のコースを確認し、1つ目の受講コースを決定します。
③最後の順番のかたまで希望のコースを確認でき、かつ、定員に満たないコースがあれば、
　再度上から順に 2コース受講したいかたの 2つ目の受講コースを決定します。

キリトリ

※④見どころいっぱい箕面探検と⑥みんなでたのしく健康ダンスは、開講日が重複するため同時受講
　はできません。予め、ご了承ください。

今回から、応募の際に「返信用はがき」が不要になりました。
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「何かを始めてみたい、でも、きっかけがない」

そんな、あなたは、今すぐ箕面市役所のシニア ・ ナビへ！

【シニア・ナビのお問い合わせ先】
人権文化部生涯学習・市民活動室
電話：072-724-6729　ファックス：072-721-9907

団塊世代を中心としたシニア世代で、地域で第２の人生

を有意義に送りたいと考えているかたの仲間づくりやボ

ランティア、地域社会での活動をサポートする相談窓口

「シニア・ナビ」を市役所別館 2階 26 番窓口（生涯学習・

市民活動室（072-724-6729））に設置しています。

さまざまな活動をご紹介しますので、気軽にご相談くだ

さい。

各会場へのアクセス

★中央生涯学習センター・メイプルホール （中央図書館と3館複合施設です）

　箕面市箕面5-11-23　電話：中央生涯学習センター072-721-4094／メイプルホール072-721-2123

　阪急電車「箕面」駅から徒歩約7分

　※当館は身体障害者用駐車場のみご用意しております（8台駐車可）

　  お車のかたは箕面駅前第2駐車場（有料）をご利用ください。

★グリーンホール
　箕面市西小路4-6-1 （箕面市役所西隣）　電話：072-723-2525

　阪急電車「牧落」駅から徒歩約7分

　オレンジゆずるバス・阪急バス「箕面市役所前」下車

　※来場者用駐車場は数に限りがございますので、できる限り公共交通機関でお越しください。

★多世代交流センター （稲ふれあいセンター内）

　箕面市稲6-14-34　電話：072-734-8617

　オレンジゆずるバス「稲ふれあいセンター」下車

　※来場者用駐車場（有料）は数に限りがございますので、できる限り公共交通機関でお越しください。

★第二総合運動場
　箕面市外院1-2-3　電話：072-729-4558

　オレンジゆずるバス・阪急バス「箕面墓地前」下車　徒歩約3分

　※来場者用駐車場（有料）は数に限りがございますので、できる限り公共交通機関でお越しください。


