
「ファミサポ」とは、みのおファミリーサポート事業のことです。

「子育ての応援をしてほしいかた」と「子育ての応援をしたいかた」がそれぞれ会員登録をして、
子育ての援助活動を行います。運営はシルバー人材センターです。

対象：生後57日目～小学6年生
料金：平日8:00～20:00……1時間700円

土日祝、早朝･夜間…1時間800円

援助を受けたい人も、援助をしたい人もまずはご連絡ください！
みのおファミリーサポートセンター：（☎７２１－２６１１）

赤ちゃんから

小学生まで

対象！

こんなときに、ぜひご利用ください！
○保育園・幼稚園・学童保育の送迎やお迎え後の預かり
○通院など子どもを連れて出かけにくいとき など

仕事で間に合わないので
保育園へのお迎えと
２時間ほどの預かりをしてほしい

おばあちゃんを
病院へ連れて行く間、
子どもを預かってほしい

受講生募集

平成３０年度　春

生涯学習講座

茶道大人の入門講座
～暮らしに茶道を取り入れよう～

水曜日の夜開催！
茶道ってどんなもの？体験と
実践で魅力に触れる入門講座
場所　中央生涯学習センター

水曜日の夜開催！
ヴァイオリンをテーマに独自の
視点でクラシック音楽を読み解く
場所　メイプルホール

チャレンジ！エアロビクス
汗を流して気分爽快

《身近なホールのクラシック》
中欧音楽夜話 ヴァイオリン篇

火曜日の夜開催！
音楽にのって楽しみながら汗を
かこう！基本ステップからじっ
くり実践します
場所　東生涯学習センター

古典文学講座
太古のロマン 「古事記」 を読もう

木曜日の午後開催！
日本最古の古典 「古事記」 を
解説とともに読み、 日本の歴史
文化を味わいましょう
場所　東生涯学習センター

イスに座って体力アップ！
安心エクササイズ講座

火曜日の午後開催！
すべてイスに座ったままおこなう
膝 ・ 腰に負担をかけない運動講座
場所　西南生涯学習センター

はじめよう！
フラダンスでリラックス＆転倒予防

木曜日の午前開催！
ハワイの風を感じながら、フラ
独特のステップで下半身の筋力
アップを目指しましょう
場所　西南生涯学習センター

認知症予防エクササイズで
目指そう健康長寿！

火曜日の午後開催！
脳トレと筋トレを組み合わせ
た運動で身体に刺激を与え
よう！
場所　西南生涯学習センター

主催 ： 箕面市教育委員会　主管 ： （公財） 箕面市メイプル文化財団

発行 ： 箕面市教育委員会　生涯学習 ・ 市民活動室

【お問い合わせ】

（公財） 箕面市メイプル文化財団

箕面市立メイプルホール内

〒562-0001　箕面市箕面５－１１－２３

電話 :072-721-2123 ファックス :072-721-0495

ホームページ :http://minoh-bunka.com/



子育て情報コーナー

おひさまルームでは、保育士や子育て経験豊富なスタッフが、

主に就園前のお子さんと保護者に向けて、親子で楽しく過ごせる

場を提供しています。

親子での遊びや子育て相談、参加者同士の交流など、親子で

楽しめるプログラムがいっぱいです。気軽にお越しください。

おひさまルームは市内に３カ所あります。

ランチやショッピングなど、ご自身のご都合に合わせて、1時間から気軽に

子どもを預けることができます。

運営はシルバー人材センターが行い、保育士や子育て経験豊富なスタッ

フが保育を行います。ぜひご利用ください。

1時間からご利用OK！

申込：利用予定日の1カ月前～前日に電話で。当日の申込は
空きがあれば可。（お電話で空き状況をご確認いただけます。）

対象：1歳6カ月～未就学児 定員：各施設最大5人
場所・日時・料金
○みのおサンプラザ1号館（箕面6-3-1）6階「あそびー」
月・水・金曜日の9時～17時 料金：右表参照 （最大8時間）

○小野原多世代地域交流センター（小野原東6-15-46）「まみーず」
火・木曜日の9時～17時 料金:１時間650円（最大4時間）

1時間 700円

2時間 1300円

3時間 1800円

4時間 2300円

5時間 2800円

6時間 3200円

7時間 3600円

8時間 3900円

ちょこっと保育お申し込み先：（☎７２２－０５５５）

料 金 ※あそびー

おひさまルームかや
の

おひさまルームみのお おひさまルームひじ
り

らいとぴあ21 2階
☎７２３－５４３３

みのおサンプラザ1号館 3階
☎７２３－５４３３

稲ふれあいセンター 1階
☎７３４－８８５８

ちょこっと保育及びおひさまルームの問合せ先：子育て支援課（電話072-724-6738）

募　集　要　項

■受講対象

　どなたでもご応募いただけます。なお、定員を超えた場合は市内在住のかたが優先となります。

・ ①希望する講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦ファックス番号

 を記入し、（公財）箕面市メイプル文化財団（ファックス番号０７２-７２１-０４９５）へ送信してくだ

 さい。

・ 受信のトラブルを防ぐため、ファックスを送信された後、必ず同財団（電話番号０７２-７２１-２１２３）へ

 お電話ください。

(3) ファックスでの申し込み

(2) 窓口での申し込み

・下表の各施設でお申し込みいただけます。受付時間は午前９時から午後５時までです。

　（受付時に、申込表に必要事項を記入いただきます。）

中央生涯学習センター

東生涯学習センター

西南生涯学習センター

グリーンホール（市民会館）

箕面文化・交流センター

第３水曜日休館

休館日なし月曜日休館
（休日除く）

回答希望の有無

件名

ご意見

氏名、フリガナ、年齢
性別、メールアドレス

連絡先

「回答を希望する」にチェック

「講座申込」と入力

希望する講座名を入力
　※一時保育希望のかたは「一時保育希望」及び子どもの氏名
　　（ふりがな）、年齢、性別、生年月日
　※要約筆記又は手話通訳が必要な場合はその旨

それぞれ入力

住所、電話番号を入力

■申込方法 （全講座共通）

(1) 郵送での申し込み

・講座ごとに通常はがきでお申し込みください。締切日必着です。

裏面
（右の事項を記入）

表面
（右の住所を記入）

① 希望する講座　　② 住所　　　③ 氏名（ふりがな）
④ 年齢　　　　　　⑤ 性別　　　⑥ 電話番号
〒562-0001　箕面市箕面５-１１-２３
（公財）箕面市メイプル文化財団　宛て

‐１‐ ‐１０‐

・ （公財）箕面市メイプル文化財団ホームページのトップページから

　左側のバナー「講座申し込み専用フォーム」をクリックしてください。

　開いたフォームに必要事項をご記入いただき、お申し込みください。

　※右側のＱＲコードを読み取っていただくと、 「講座申し込み専用

　　フォーム」に直接アクセスできます。

(4) インターネットでの申し込み

講座申し込み専用フォーム



■一時保育の申込 （一時保育付き講座のみ）

・講座初日現在で１歳６か月以上就学前の子どもが対象です。なお、申込者多数の場合は抽選

 になります。

・ 講座申込時（郵送の場合ははがきの裏面）に、「一時保育希望」と記入のうえ、子どもの

 氏名（ふりがな）、年齢、性別、生年月日を併せて記入してください。

■その他

・申込者が多数の場合は抽選により受講者を決定します。決定後の受講者の変更はできません。

・ 受講料等については、受講決定の通知（郵送）にてお支払い方法をお知らせします。

・ なお、一旦支払われた受講料は、返金できませんのでご了承ください。

・ 連続講座は、全回出席を原則とします。また代理のかたの受講はできません。

・ 受講決定後にキャンセルする場合は、速やかに各問合せ先（各講座の紹介ページの最下部）

・ まで直接ご連絡ください。

・ 受講に際して要約筆記又は手話通訳が必要な場合は、申込時に（公財）箕面市メイプル文化

 財団へご相談ください。

開 催 講 座 一 覧

開催場所

中央
生涯学習
センター

・
メイプル
ホール

東
生涯学習
センター

講　座　名
スケジュール

茶道大人の入門講座
～暮らしに茶道を取り入れよう～

《身近なホールのクラシック》
 中欧音楽夜話 ヴァイオリン篇

チャレンジ！エアロビクス
汗を流して気分爽快

古典文学講座
太古のロマン 「古事記」 を読もう

イスに座って体力アップ！
安心エクササイズ講座

はじめよう！
フラダンスでリラックス＆転倒予防

認知症予防エクササイズで
目指そう健康長寿！

西南
生涯学習
センター

開講月

５月～

５月～

５月～

５月～

５月～

６月～

６月～

全５回

全３回

全５回

全５回

全３回

全３回

全３回

水曜日

水曜日

火曜日

木曜日

火曜日

木曜日

火曜日

午後７時
～８時３０分

午後７時
～８時３０分

午後７時
～８時１０分

午後１時３０分
～３時

午後２時
～３時３０分

午前１０時
～１１時

午後２時
～３時３０分

回数 曜日 時間

一時

保育

あり

あり

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�
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西南生涯学習センターで開催する講座

認知症予防エクササイズで
　　　　　目指そう健康長寿！

　加齢とともに身体全体が弱っていく中でも、 日常生活のなかで少しづつ意識して運動を

おこなうことで、 体力を維持することができます。 脳トレーニングとあわせて関節の可動性

強化、 筋力トレーニングといった課題に取り組み、 頭と身体の両面からアプローチする方法

をご紹介します。 身体のために何か始めたい、 というかた一緒に楽しく運動しましょう！

●　定　　員 ２０人

●　申込締切 ５月２２日 （火）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　服装 ・ 持ち物 運動のできる服装、 運動靴、 汗ふきタオル、 飲み物

ヨガマット （バスタオル可、 床に敷いて使います）

●　場　　所 西南生涯学習センター

２階　大会議室

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

６月５日（火）
・ 脳トレーニング
・ 関節の可動性強化
・筋力トレーニング

午後２時
～３時３０分

６月１９日（火）

７月３日（火）

池下 章さん
（健康運動指導士）

講座内容などの問い合わせ先 ：西南生涯学習センター （電話０７２-７２３-５２２２）

あり

開催場所 【西南生涯学習センター】

〒５６２-００４５　箕面市瀬川３-２-５
TEL ： ０７２-７２３-５２２２
FAX ： ０７２-７２４-９６９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日 （休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「桜井」 駅下車、 南西へ徒歩１０分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「半町」 下車、 北西へ徒歩５分

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。



‐３‐

中央生涯学習センターで開催する講座

茶道大人の入門講座

～暮らしに茶道を取り入れよう～
　日本を代表する文化のひとつである茶道は、 海外からも注目されています。

　茶道の作法や所作などは堅苦しく、 敷居の高いイメージを持っていませんか？作法や

所作は単なる決め事ではなく、 どれも日々の暮らしから生まれたものであり、 そこに見出

された美です。 この講座でその美に触れ、 日々の暮らしに生かしてみませんか。

●　定　　員 １０人

●　一時保育 ３人

●　申込締切 ５月２日 （水）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全５回）

別途、 材料費２， ５００円がかかります。

●　場　　所 中央生涯学習センター　３階茶室

●　持 ち 物 靴下 （ストッキング不可、 あらかじめ履いてこられてもかまいません。）

※服装は平服でかまいません。

日　時 内　容 講　師回

１

2

3

4

5

５月１６日（水）

６月１３日（水）

６月２７日（水）

７月１１日（水）

７月２５日（水）

【第１回】

　茶道の楽しみ お茶席を体験しよう

【第２回】 ～ 【第４回】

　・ お茶席をひらく 「亭主」 と招かれる

　 「お客様」

　・ お稽古

   それぞれの役割をやってみよう

【第５回】

　自分たちのお茶席をもつ

午後７時
～８時３０分

前田 宗成さん　

（箕面市茶華道文化連盟
                  会長）

講座内容などの問い合わせ先 ：中央生涯学習センター （電話０７２-７２１-４０９４）

‐８‐

西南生涯学習センターで開催する講座

はじめよう！

フラダンスでリラックス＆転倒予防
　ハワイの伝統的な舞踊、 フラダンスにチャレンジしてみませんか？ゆったりとしたハワイ

アンの音楽にのせて、 心と身体をリラックス。 ひとつひとつの動きに意味があることも特徴

です。 また、 独特の姿勢とステップが下半身の筋力アップに効果的で転倒予防にもつなが

ります。 年齢を問わず無理なく始められる入門的な内容です。

●　定　　員 １０人

●　一時保育 ３人

●　申込締切 ５月１日 （火）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　場　　所 西南生涯学習センター

３階　活動室 （フィットネスルーム）

●　服装 ・ 持ち物 運動のできる服装、 汗ふきタオル、 飲み物

※この講座は裸足でおこないます。

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

６月７日（木） 基本の姿勢、 ステップ

から初めます。

じっくり、 無理なく動き

ましょう。

午前１０時
～１１時６月１４日（木）

６月２１日（木）

植月 りえさん
（レイアロハ

　　フラサークル）

開催場所 【中央生涯学習センター】
〒５６２-０００１　箕面市箕面５-１１-２３
TEL ： ０７２-７２１-４０９４
FAX ： ０７２-７２１-０４９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「箕面」 駅、 阪急バス 「箕面」
　　　　　下車、 南東徒歩７分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「箕面警察前」 下車徒歩２分

※　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

※　車でお越しの場合は箕面駅前第２駐車場 （３０分／１００円） をご利用ください。

講座内容などの問い合わせ先 ：西南生涯学習センター （電話０７２-７２３-５２２２）

開催場所 【西南生涯学習センター】

〒５６２-００４５　箕面市瀬川３-２-５
TEL ： ０７２-７２３-５２２２
FAX ： ０７２-７２４-９６９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日 （休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「桜井」 駅下車、 南西へ徒歩１０分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「半町」 下車、 北西へ徒歩５分

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。



‐７‐

西南生涯学習センターで開催する講座

イスに座って体力アップ！

　　　安心エクササイズ講座
　この講座は、 すべてイスに座ったままおこなう運動講座です。 日常生活のなかで少し

づつ意識して運動をおこなうことで、 体力を維持することができます。 「膝や腰に不安

があるけれど、 体力の低下も心配」 そんなかたにおすすめの講座です。

●　定　　員 １０人

●　申込締切 ４月２１日 （土）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　場　　所 西南生涯学習センター

２階　大会議室

●　服装 ・持ち物 運動のできる服装、 運動靴、 汗ふきタオル、 飲み物

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

５月１日（火）

午後２時
～３時３０分

５月１５日（火）

５月２９日（火）

池下 章さん
（健康運動指導士）

‐４‐

メイプルホールで開催する講座

《身近なホールのクラシック》

中欧音楽夜話 ヴァイオリン篇
　中欧 ・ 東欧音楽の専門家、 大阪大学の伊東信宏教授をお迎えし、ヴァイオリンをテーマに
独自の視点でクラシック音楽を読み解きます。
　本講座では、 CD を聴いたり、 DVD を見たりしながら、 音楽の背景にある時代性や地域性
を学びます。 伊東先生のお話しは、 驚きにあふれ、 あなたの好奇心を刺激することうけあ
いです。

●　定　　員 5０人

●　申込締切 ５月９日 （水）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　場　　所 メイプルホール
小ホール

●　持 ち 物 筆記用具

日　時 内　容 講　師回

１

2

3

５月２３日（水）

６月６日（水）

６月２０日（水）

ヴァイオリンは死神の楽器？
　病床の少女の枕元に、 死神が忍び寄り、 あの世へと連れ

て行こうとする…、 そんな時、 死神が手にしているのはヴァ

イオリンと決まっていました。 でも、 どうしてヴァイオリンな

のか？幾つかの曲を題材にそんなことを考えます。

午後７時
～８時３０分

伊東 信宏さん
（大阪大学
 文学研究科教授
 /音楽学）

村の楽師とソナタ ： エネスクの作品
　エネスク （1881-1955 年） はルーマニアを代表する作曲家

ですが、 生前はヴァイオリンの名手として知られていました。

彼が作曲したヴァイオリン ・ ソナタ第３番は、 中欧の民俗楽器

としてのヴァイオリンの姿を伝える名曲です。

※公演の詳細は（公財）箕面市メイプル文化財団ホームペー

　ジや市内公共施設に設置のチラシをご覧ください。

※受講料に公演チケットは含まれません。

※公演チケットが売り切れの場合はご容赦ください。

ヴァイオリニストのルーツをたどる

　　　～ギル ・ シャハムの演奏会に
　第一線のヴァイオリニストの中でも独特の個性を持ち、本講

座の翌日６月２１日にメイプルホールで演奏会をおこなうギル ・

シャハムをご紹介します。世界的科学者の両親のもと、イスラ

エルで育ったシャハムのルーツを紐解きながら、彼の音楽を

中心に、ヴァイオリンの魅力について考えます。

〇　後援　大阪大学２１世紀懐徳堂

【大阪大学連携講座】

イスに座っておこなう

 ・ 関節の可動性強化

 ・ 筋力トレーニング

　　　　　　　など

講座内容などの問い合わせ先 ：メイプルホール （電話０７２-７２１-２１２３）

開催場所 【メイプルホール】
〒５６２-０００１　箕面市箕面５-１１-２３
TEL ： ０７２-７２１-2123
FAX ： ０７２-７２１-0495
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「箕面」 駅、 阪急バス 「箕面」
　　　　　下車、 南東徒歩７分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「箕面警察前」 下車徒歩２分

※　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

※　車でお越しの場合は箕面駅前第２駐車場 （３０分／１００円） をご利用ください。

メイプルホール

講座内容などの問い合わせ先 ：西南生涯学習センター （電話０７２-７２３-５２２２）

開催場所 【西南生涯学習センター】

〒５６２-００４５　箕面市瀬川３-２-５
TEL ： ０７２-７２３-５２２２
FAX ： ０７２-７２４-９６９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日 （休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「桜井」 駅下車、 南西へ徒歩１０分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「半町」 下車、 北西へ徒歩５分

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。



‐５‐

東生涯学習センターで開催する講座

チャレンジ！エアロビクス

         汗を流して気分爽快
　エアロビクスは短時間集中型の有酸素運動です。 この講座は入門講座ですので、 基本の

ステップから始めます。 音楽にのせて動けば１時間はあっという間。 皆さんの運動レベルに

合わせて、 手の動きを加えたり、 動きを左右反転したり、 前後に動くなど、 頭と身体の両方

に刺激を与えます。 持久力もつきますよ。 運動不足の解消に、 男性も女性も一緒に汗を

流してリフレッシュ！

‐６‐

東生涯学習センターで開催する講座

古典文学講座
太古のロマン 「古事記」 を読もう

　「古事記」 は、 日本最古の古典、 現存する最古の物語です。 神代 （かみよ） の物語や、

国の成り立ちにまつわる出来事を記した書物。 太古のロマンにあふれ、 魅力たっぷりのエピ

ソードの数々を佐藤先生の解説とともに読み進めます。 また、 この講座では 「音読」 もおこ

ないます。 言葉を目で追い大きな声で読み上げ脳を活性化させましょう。

●　定　　員 ２０人

●　申込締切 ５月１７日 （木）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全５回）

●　場　　所 東生涯学習センター　地下１階　講座室

●　持 ち 物 筆記用具

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

４

５

５月３１日（木）

６月７日（木）

６月１４日（木）

６月２１日（木）

６月２８日（木）

午後１時３０分
～３時

佐藤 尚子さん
（元府立高等学校教諭）

●　定　　員 ２０人

●　一時保育 ５人

●　申込締切 ５月８日 （火）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全５回）

●　場　　所 東生涯学習センター　地下２階　多目的室

●　服装 ・持ち物 運動のできる服装、 室内用の運動靴、 汗ふきタオル、 飲み物

ストレッチ用のバスタオル （ヨガマット可）

日　時 内　容 講　師回

1

2

3

4

5

５月２２日（火）

５月２９日（火）

６月５日（火）

６月１２日（火）

６月１９日（火）

エアロビクスを

　　　やってみよう

・ 基本のステップ

・ 手の動きを加えて

・ 左右交互に

・ 前後の動き

午後７時
～８時１０分

山口 万由美さん

（箕面市体育連盟
 エアロビクス
 インストラクター代表）

「古事記」 古代のロマンの物語

１． イザナギの命　イザナミの命

　　天地の始まり　神々の誕生

２． アマテラスの命　スサノオの命

　　天の石屋戸隠

３． スサノオの命

　　八俣の大蛇退治

４． ヤマトタケルの命 １

　　クマソ、 イズモ討伐

５． ヤマトタケルの命 ２

　　戦いと恋

　　東国遠征　その最期

講座内容などの問い合わせ先 ：メイプルホール （電話０７２-７２１-２１２３）

開催場所 【東生涯学習センター】
〒５６２-００２３　箕面市粟生間谷西３-１-３
TEL ： ０７２-７２９-１１４５
FAX ： ０７２-７２９-９９２６
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急バス 「粟生団地」 行きで、 「粟生団地」
　　　　　下車、 東へ徒歩５分
　　　◆　箕面コミュニティバス （オレンジゆずるバス
　　　　　赤ルート） 「東生涯学習センター前」 下車

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

（開催場所と問い合わせ先が異なります。 ご注意ください。）

講座内容などの問い合わせ先 ：メイプルホール （電話０７２-７２１-２１２３）

開催場所 【東生涯学習センター】
〒５６２-００２３　箕面市粟生間谷西３-１-３
TEL ： ０７２-７２９-１１４５
FAX ： ０７２-７２９-９９２６
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急バス 「粟生団地」 行きで、 「粟生団地」
　　　　　下車、 東へ徒歩５分
　　　◆　箕面コミュニティバス （オレンジゆずるバス
　　　　　赤ルート） 「東生涯学習センター前」 下車

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

（開催場所と問い合わせ先が異なります。 ご注意ください。）



‐５‐

東生涯学習センターで開催する講座

チャレンジ！エアロビクス

         汗を流して気分爽快
　エアロビクスは短時間集中型の有酸素運動です。 この講座は入門講座ですので、 基本の

ステップから始めます。 音楽にのせて動けば１時間はあっという間。 皆さんの運動レベルに

合わせて、 手の動きを加えたり、 動きを左右反転したり、 前後に動くなど、 頭と身体の両方

に刺激を与えます。 持久力もつきますよ。 運動不足の解消に、 男性も女性も一緒に汗を

流してリフレッシュ！

‐６‐

東生涯学習センターで開催する講座

古典文学講座
太古のロマン 「古事記」 を読もう

　「古事記」 は、 日本最古の古典、 現存する最古の物語です。 神代 （かみよ） の物語や、

国の成り立ちにまつわる出来事を記した書物。 太古のロマンにあふれ、 魅力たっぷりのエピ

ソードの数々を佐藤先生の解説とともに読み進めます。 また、 この講座では 「音読」 もおこ

ないます。 言葉を目で追い大きな声で読み上げ脳を活性化させましょう。

●　定　　員 ２０人

●　申込締切 ５月１７日 （木）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全５回）

●　場　　所 東生涯学習センター　地下１階　講座室

●　持 ち 物 筆記用具

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

４

５

５月３１日（木）

６月７日（木）

６月１４日（木）

６月２１日（木）

６月２８日（木）

午後１時３０分
～３時

佐藤 尚子さん
（元府立高等学校教諭）

●　定　　員 ２０人

●　一時保育 ５人

●　申込締切 ５月８日 （火）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全５回）

●　場　　所 東生涯学習センター　地下２階　多目的室

●　服装 ・持ち物 運動のできる服装、 室内用の運動靴、 汗ふきタオル、 飲み物

ストレッチ用のバスタオル （ヨガマット可）

日　時 内　容 講　師回

1

2

3

4

5

５月２２日（火）

５月２９日（火）

６月５日（火）

６月１２日（火）

６月１９日（火）

エアロビクスを

　　　やってみよう

・ 基本のステップ

・ 手の動きを加えて

・ 左右交互に

・ 前後の動き

午後７時
～８時１０分

山口 万由美さん

（箕面市体育連盟
 エアロビクス
 インストラクター代表）

「古事記」 古代のロマンの物語

１． イザナギの命　イザナミの命

　　天地の始まり　神々の誕生

２． アマテラスの命　スサノオの命

　　天の石屋戸隠

３． スサノオの命

　　八俣の大蛇退治

４． ヤマトタケルの命 １

　　クマソ、 イズモ討伐

５． ヤマトタケルの命 ２

　　戦いと恋

　　東国遠征　その最期

講座内容などの問い合わせ先 ：メイプルホール （電話０７２-７２１-２１２３）

開催場所 【東生涯学習センター】
〒５６２-００２３　箕面市粟生間谷西３-１-３
TEL ： ０７２-７２９-１１４５
FAX ： ０７２-７２９-９９２６
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急バス 「粟生団地」 行きで、 「粟生団地」
　　　　　下車、 東へ徒歩５分
　　　◆　箕面コミュニティバス （オレンジゆずるバス
　　　　　赤ルート） 「東生涯学習センター前」 下車

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

（開催場所と問い合わせ先が異なります。 ご注意ください。）

講座内容などの問い合わせ先 ：メイプルホール （電話０７２-７２１-２１２３）

開催場所 【東生涯学習センター】
〒５６２-００２３　箕面市粟生間谷西３-１-３
TEL ： ０７２-７２９-１１４５
FAX ： ０７２-７２９-９９２６
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急バス 「粟生団地」 行きで、 「粟生団地」
　　　　　下車、 東へ徒歩５分
　　　◆　箕面コミュニティバス （オレンジゆずるバス
　　　　　赤ルート） 「東生涯学習センター前」 下車

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

（開催場所と問い合わせ先が異なります。 ご注意ください。）



‐７‐

西南生涯学習センターで開催する講座

イスに座って体力アップ！

　　　安心エクササイズ講座
　この講座は、 すべてイスに座ったままおこなう運動講座です。 日常生活のなかで少し

づつ意識して運動をおこなうことで、 体力を維持することができます。 「膝や腰に不安

があるけれど、 体力の低下も心配」 そんなかたにおすすめの講座です。

●　定　　員 １０人

●　申込締切 ４月２１日 （土）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　場　　所 西南生涯学習センター

２階　大会議室

●　服装 ・持ち物 運動のできる服装、 運動靴、 汗ふきタオル、 飲み物

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

５月１日（火）

午後２時
～３時３０分

５月１５日（火）

５月２９日（火）

池下 章さん
（健康運動指導士）

‐４‐

メイプルホールで開催する講座

《身近なホールのクラシック》

中欧音楽夜話 ヴァイオリン篇
　中欧 ・ 東欧音楽の専門家、 大阪大学の伊東信宏教授をお迎えし、ヴァイオリンをテーマに
独自の視点でクラシック音楽を読み解きます。
　本講座では、 CD を聴いたり、 DVD を見たりしながら、 音楽の背景にある時代性や地域性
を学びます。 伊東先生のお話しは、 驚きにあふれ、 あなたの好奇心を刺激することうけあ
いです。

●　定　　員 5０人

●　申込締切 ５月９日 （水）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　場　　所 メイプルホール
小ホール

●　持 ち 物 筆記用具

日　時 内　容 講　師回

１

2

3

５月２３日（水）

６月６日（水）

６月２０日（水）

ヴァイオリンは死神の楽器？
　病床の少女の枕元に、 死神が忍び寄り、 あの世へと連れ

て行こうとする…、 そんな時、 死神が手にしているのはヴァ

イオリンと決まっていました。 でも、 どうしてヴァイオリンな

のか？幾つかの曲を題材にそんなことを考えます。

午後７時
～８時３０分

伊東 信宏さん
（大阪大学
 文学研究科教授
 /音楽学）

村の楽師とソナタ ： エネスクの作品
　エネスク （1881-1955 年） はルーマニアを代表する作曲家

ですが、 生前はヴァイオリンの名手として知られていました。

彼が作曲したヴァイオリン ・ ソナタ第３番は、 中欧の民俗楽器

としてのヴァイオリンの姿を伝える名曲です。

※公演の詳細は（公財）箕面市メイプル文化財団ホームペー

　ジや市内公共施設に設置のチラシをご覧ください。

※受講料に公演チケットは含まれません。

※公演チケットが売り切れの場合はご容赦ください。

ヴァイオリニストのルーツをたどる

　　　～ギル ・ シャハムの演奏会に
　第一線のヴァイオリニストの中でも独特の個性を持ち、本講

座の翌日６月２１日にメイプルホールで演奏会をおこなうギル ・

シャハムをご紹介します。世界的科学者の両親のもと、イスラ

エルで育ったシャハムのルーツを紐解きながら、彼の音楽を

中心に、ヴァイオリンの魅力について考えます。

〇　後援　大阪大学２１世紀懐徳堂

【大阪大学連携講座】

イスに座っておこなう

 ・ 関節の可動性強化

 ・ 筋力トレーニング

　　　　　　　など

講座内容などの問い合わせ先 ：メイプルホール （電話０７２-７２１-２１２３）

開催場所 【メイプルホール】
〒５６２-０００１　箕面市箕面５-１１-２３
TEL ： ０７２-７２１-2123
FAX ： ０７２-７２１-0495
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「箕面」 駅、 阪急バス 「箕面」
　　　　　下車、 南東徒歩７分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「箕面警察前」 下車徒歩２分

※　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

※　車でお越しの場合は箕面駅前第２駐車場 （３０分／１００円） をご利用ください。

メイプルホール

講座内容などの問い合わせ先 ：西南生涯学習センター （電話０７２-７２３-５２２２）

開催場所 【西南生涯学習センター】

〒５６２-００４５　箕面市瀬川３-２-５
TEL ： ０７２-７２３-５２２２
FAX ： ０７２-７２４-９６９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日 （休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「桜井」 駅下車、 南西へ徒歩１０分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「半町」 下車、 北西へ徒歩５分

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。
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中央生涯学習センターで開催する講座

茶道大人の入門講座

～暮らしに茶道を取り入れよう～
　日本を代表する文化のひとつである茶道は、 海外からも注目されています。

　茶道の作法や所作などは堅苦しく、 敷居の高いイメージを持っていませんか？作法や

所作は単なる決め事ではなく、 どれも日々の暮らしから生まれたものであり、 そこに見出

された美です。 この講座でその美に触れ、 日々の暮らしに生かしてみませんか。

●　定　　員 １０人

●　一時保育 ３人

●　申込締切 ５月２日 （水）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全５回）

別途、 材料費２， ５００円がかかります。

●　場　　所 中央生涯学習センター　３階茶室

●　持 ち 物 靴下 （ストッキング不可、 あらかじめ履いてこられてもかまいません。）

※服装は平服でかまいません。

日　時 内　容 講　師回

１

2

3

4

5

５月１６日（水）

６月１３日（水）

６月２７日（水）

７月１１日（水）

７月２５日（水）

【第１回】

　茶道の楽しみ お茶席を体験しよう

【第２回】 ～ 【第４回】

　・ お茶席をひらく 「亭主」 と招かれる

　 「お客様」

　・ お稽古

   それぞれの役割をやってみよう

【第５回】

　自分たちのお茶席をもつ

午後７時
～８時３０分

前田 宗成さん　

（箕面市茶華道文化連盟
                  会長）

講座内容などの問い合わせ先 ：中央生涯学習センター （電話０７２-７２１-４０９４）

‐８‐

西南生涯学習センターで開催する講座

はじめよう！

フラダンスでリラックス＆転倒予防
　ハワイの伝統的な舞踊、 フラダンスにチャレンジしてみませんか？ゆったりとしたハワイ

アンの音楽にのせて、 心と身体をリラックス。 ひとつひとつの動きに意味があることも特徴

です。 また、 独特の姿勢とステップが下半身の筋力アップに効果的で転倒予防にもつなが

ります。 年齢を問わず無理なく始められる入門的な内容です。

●　定　　員 １０人

●　一時保育 ３人

●　申込締切 ５月１日 （火）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　場　　所 西南生涯学習センター

３階　活動室 （フィットネスルーム）

●　服装 ・ 持ち物 運動のできる服装、 汗ふきタオル、 飲み物

※この講座は裸足でおこないます。

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

６月７日（木） 基本の姿勢、 ステップ

から初めます。

じっくり、 無理なく動き

ましょう。

午前１０時
～１１時６月１４日（木）

６月２１日（木）

植月 りえさん
（レイアロハ

　　フラサークル）

開催場所 【中央生涯学習センター】
〒５６２-０００１　箕面市箕面５-１１-２３
TEL ： ０７２-７２１-４０９４
FAX ： ０７２-７２１-０４９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日（休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「箕面」 駅、 阪急バス 「箕面」
　　　　　下車、 南東徒歩７分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「箕面警察前」 下車徒歩２分

※　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。

※　車でお越しの場合は箕面駅前第２駐車場 （３０分／１００円） をご利用ください。

講座内容などの問い合わせ先 ：西南生涯学習センター （電話０７２-７２３-５２２２）

開催場所 【西南生涯学習センター】

〒５６２-００４５　箕面市瀬川３-２-５
TEL ： ０７２-７２３-５２２２
FAX ： ０７２-７２４-９６９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日 （休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「桜井」 駅下車、 南西へ徒歩１０分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「半町」 下車、 北西へ徒歩５分

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。



■一時保育の申込 （一時保育付き講座のみ）

・講座初日現在で１歳６か月以上就学前の子どもが対象です。なお、申込者多数の場合は抽選

 になります。

・ 講座申込時（郵送の場合ははがきの裏面）に、「一時保育希望」と記入のうえ、子どもの

 氏名（ふりがな）、年齢、性別、生年月日を併せて記入してください。

■その他

・申込者が多数の場合は抽選により受講者を決定します。決定後の受講者の変更はできません。

・ 受講料等については、受講決定の通知（郵送）にてお支払い方法をお知らせします。

・ なお、一旦支払われた受講料は、返金できませんのでご了承ください。

・ 連続講座は、全回出席を原則とします。また代理のかたの受講はできません。

・ 受講決定後にキャンセルする場合は、速やかに各問合せ先（各講座の紹介ページの最下部）

・ まで直接ご連絡ください。

・ 受講に際して要約筆記又は手話通訳が必要な場合は、申込時に（公財）箕面市メイプル文化

 財団へご相談ください。

開 催 講 座 一 覧

開催場所

中央
生涯学習
センター

・
メイプル
ホール

東
生涯学習
センター

講　座　名
スケジュール

茶道大人の入門講座
～暮らしに茶道を取り入れよう～

《身近なホールのクラシック》
 中欧音楽夜話 ヴァイオリン篇

チャレンジ！エアロビクス
汗を流して気分爽快

古典文学講座
太古のロマン 「古事記」 を読もう

イスに座って体力アップ！
安心エクササイズ講座

はじめよう！
フラダンスでリラックス＆転倒予防

認知症予防エクササイズで
目指そう健康長寿！

西南
生涯学習
センター

開講月

５月～

５月～

５月～

５月～

５月～

６月～

６月～

全５回

全３回

全５回

全５回

全３回

全３回

全３回

水曜日

水曜日

火曜日

木曜日

火曜日

木曜日

火曜日

午後７時
～８時３０分

午後７時
～８時３０分

午後７時
～８時１０分

午後１時３０分
～３時

午後２時
～３時３０分

午前１０時
～１１時

午後２時
～３時３０分

回数 曜日 時間

一時

保育

あり

あり

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�
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西南生涯学習センターで開催する講座

認知症予防エクササイズで
　　　　　目指そう健康長寿！

　加齢とともに身体全体が弱っていく中でも、 日常生活のなかで少しづつ意識して運動を

おこなうことで、 体力を維持することができます。 脳トレーニングとあわせて関節の可動性

強化、 筋力トレーニングといった課題に取り組み、 頭と身体の両面からアプローチする方法

をご紹介します。 身体のために何か始めたい、 というかた一緒に楽しく運動しましょう！

●　定　　員 ２０人

●　申込締切 ５月２２日 （火）

●　受 講 料 １ ， ０００円 （全３回）

●　服装 ・ 持ち物 運動のできる服装、 運動靴、 汗ふきタオル、 飲み物

ヨガマット （バスタオル可、 床に敷いて使います）

●　場　　所 西南生涯学習センター

２階　大会議室

日　時 内　容 講　師回

１

２

３

６月５日（火）
・ 脳トレーニング
・ 関節の可動性強化
・筋力トレーニング

午後２時
～３時３０分

６月１９日（火）

７月３日（火）

池下 章さん
（健康運動指導士）

講座内容などの問い合わせ先 ：西南生涯学習センター （電話０７２-７２３-５２２２）

あり

開催場所 【西南生涯学習センター】

〒５６２-００４５　箕面市瀬川３-２-５
TEL ： ０７２-７２３-５２２２
FAX ： ０７２-７２４-９６９５
開館時間 ： 午前９時から午後１０時まで
休館日 ： 月曜日 （休日を除く。）

交通 ： ◆　阪急電車 「桜井」 駅下車、 南西へ徒歩１０分
　　　◆　阪急バスまたは箕面コミュニティバス
　　　　　（オレンジゆずるバス） 「半町」 下車、 北西へ徒歩５分

※　駐車場はありますが、 台数に限りがあり、 かつ、 有料で割引対応はありません。

　　できるだけ徒歩 ・ 自転車または公共交通機関でお越しください。



子育て情報コーナー

　おひさまルームでは、保育士や子育て経験豊富なスタッフが、

主に就園前のお子さんと保護者に向けて、親子で楽しく過ごせる

場を提供しています。

　親子での遊びや子育て相談、参加者同士の交流など、親子で

楽しめるプログラムがいっぱいです。気軽にお越しください。

　おひさまルームは市内に３カ所あります。

　ランチやショッピングなど、ご自身のご都合に合わせて、1時間から気軽に

子どもを預けることができます。

　運営はシルバー人材センターが行い、保育士や子育て経験豊富なスタッ

フが保育を行います。ぜひご利用ください。

1時間から
ご利用OK！

申込：利用予定日の1カ月前～前日に電話で。当日の申込は
　　空きがあれば可。（お電話で空き状況をご確認いただけます。）　　　
対象：1歳6カ月～未就学児　　　　定員：各施設最大5人
場所・日時・料金
○みのおサンプラザ1号館（箕面6-3-1）6階「あそびー」
　月・水・金曜日の9時～17時　料金：右表参照　（最大8時間）
○小野原多世代地域交流センター（小野原東6-15-46）「まみーず」
　火・木曜日の9時～17時　料金:１時間650円（最大4時間）

1時間 700円

2時間 1300円

3時間 1800円

4時間 2300円

5時間 2800円

6時間 3200円

7時間 3600円

8時間 3900円

ちょこっと保育お申し込み先：（☎７２２－０５５５）
　

料　金　※あそびー

　

おひさまルームかやの おひさまルームみのお おひさまルームひじり

らいとぴあ21　2階
☎７２３－５４３３

みのおサンプラザ1号館 3階
☎７２３－５４３３

稲ふれあいセンター　1階
☎７３４－８８５８

①「ちょこっと保育」やってます
②おひさまルーム（子育て支援センター）
③ファミサポで子育て応援【次ページ】



「ファミサポ」とは、みのおファミリーサポート事業のことです。

「子育ての応援をしてほしいかた」と「子育ての応援をしたいかた」がそれぞれ会員登録をして、
子育ての援助活動を行います。運営はシルバー人材センターです。

対象：生後57日目～小学6年生
料金：平日8:00～20:00……1時間700円
　　　土日祝、早朝･夜間…1時間800円

援助を受けたい人も、援助をしたい人もまずはご連絡ください！
みのおファミリーサポートセンター：（☎７２１－２６１１）
　

赤ちゃんから
小学生まで
対象！

こんなときに、ぜひご利用ください！
○保育園・幼稚園・学童保育の送迎やお迎え後の預かり
○通院など子どもを連れて出かけにくいとき　など

仕事で間に合わないので
保育園へのお迎えと
２時間ほどの預かりをしてほしい

おばあちゃんを
病院へ連れて行く間、
子どもを預かってほしい

発行：箕面市教育委員会　生涯学習・市民活動室


