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葛飾区教育委員会事務局生涯学習課
葛飾区立石 5－13－1
電話（直通）03（5654）8475まなびぷらすまなびぷらすまなびぷらす

「学ぶ」ことで
 　「自分が変わる」
　　  「社会が変わる」

新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施内容が変更又は中止となる場合があります。

※詳細は中面の情報をご覧ください。

秋のオススメ講座秋のオススメ講座

意識に届くデザイン ～サインデザインとピクトグラム～

かつしかの伝統工芸「硝子彫刻教室」（全 3 回）

オリンピック開会式のパフォーマンスでも話題となった東京
2020 スポーツピクトグラム。その開発チームデザイナーの
葊村正彰氏をお招きし、お話を伺います。

【日　時】	 11 月 20 日（土）午後２時～４時
【会　場】	 テクノプラザかつしか
【対　象】	 テーマに関心のある方
【定　員】	 100 人
【受講料】	 無料

葛飾区認定伝統工芸士、松浦勝利氏による硝子彫刻制作体験講座。
砂を勢いよく被写体に当てその表面を梨地にするサンドブラスト
の体験を行います。

【日　時】	 11 月 10 日、17 日、24 日（水）午後 2時～ 4時
【会　場】	 葛飾区伝統産業館
【対　象】	 区内在住・在勤・在学の方
【定　員】	 15 人
【受講料】	 2,000 円

特別講演会

葊村正彰氏

松浦勝利氏



まなびぷらす 第 30号　（3）令和 3年（2021）10月 1日まなびぷらす第 30号　（2） 令和 3年（2021）10月 1日

講 座 情 報 都合により内容を変更する場合があります。申込方法等、詳しくは広報かつしか・区ホームページ
等でお知らせします。かつしか区民大学の講座には、「区民大学単位認定講座」または区民大学ロ
ゴマークが表示されています。
 日にち　（全○回）と表記されているものは連続でご参加いただく講座です。
 費　用　受講料・教材費・保険料等です。交通費は別途かかります。

▼

 地域を知り、まちを感じ、葛飾を愛する「葛飾学」
	 葛飾の歴史や地理、文化、自然、産業など、葛飾の特徴や魅力を調べ、発見し、学習成果を分かち合う分野

▼

 かつしかひとづくり・まちづくり・未来づくり
		 学校支援や子育て、防災、防犯など様々な分野のボランティアの育成や、まちづくり、地域の各種活動を担う	
	 人材を育成する分野

▼

 生きがいを創造する知識・教養百科
	 経済や世界情勢、暮らしの知恵や生き方など、様々な知識教養を身につけるための分野

知知知

人人人
分
　
　
　
野

！

分野 講　座　内　容 広報
掲載予定 開　催　日 時　間 会　場 対　象 定　員 費用（受講料・

教材費等）
お問い合わせ先

担当課・係名・連絡先

人人人
ＮＰＯ入門講座
ＮＰＯの基礎知識などを学びながら、参加者同士で地域の課題を考える講座
です。 ＮＰＯ法人立ち上げのワークもあります。

9/25 号 10 月 16 日（土）
10:00 ～ 16:00 ウェルピアかつしか 区内在住・在勤・在学の方 20 人 無料

ボランティア・
地域貢献活動センター
03-5698-251112/5 号 4 年 1月（予定）

知知知
親子のための算数講座
親子で算数の学習を進めることで、親子のふれあいと絆を深め、子どもの学
習意欲を増進させます。

なし
10 月 17 日（日）

14:00 ～ 16:00 金町地区センター 小学 1・2 年生とその保護者 各 24 組
子供一人

につき各回
1,500 円

生涯学習課 区民大学係
03-5654-847511 月 21日（日）

知知知

身近な人の心のサインに気づく「ゲートキーパー講座」
身近な人の様子がいつもと違うとき、どう接したらいいのか。心の危険サイ
ンの気づき方や話の聞き方、見守り方等を学びます。
※ゲートキーパーとは、悩んでいる人の心のサインに気づき、話を聞いて、
必要な支援につなげ、見守ることができる人のことです。

10/5 号 10 月 20 日（水） 14:00 ～ 16:30 ウィメンズパル 区内在住・在勤・在学の 18 歳
以上の方 30 人 無料 保健予防課 保健予防係

03-3602-1274

知知知

共栄大学秋の公開講座
①幼少年期の子どもにとって遊びとは？～たくさん体を動かして遊ぼう～
遊びが子どもの健やかな育ちにおいてなぜ大切なのかということ、子どもた
ちが思いっきり遊ぶために我々大人がするべきことをお話しします。

10/5 号 10 月 23 日（土）

14:00 ～ 15:40 共栄学園中学高等学校 どなたでも 各 40 人 無料 生涯学習課 区民大学係
03-5654-8475②原子力発電所及び核再処理工場から放流される汚染水問題と周辺漁業へも

たらす影響
汚染水からトリチウム以外の放射性物質を取り除いた ALPS 処理水が世界
の核再処理工場でどのくらい放流されてきたのか、周辺の漁業にどのような
影響をもたらすのかをお話しします。

10/15 号 11 月 6 日（土）

知知知

初心者ダーツ教室　（全 4回）
葛飾区の推奨スポーツであるダーツ競技について、初心者を対象に分かりや
すくダーツのルールや投げ方など基礎から教え、ダーツ競技の普及を目指し
ます。

スポかつ 9月号

10 月 23 日（土）

15:30 ～ 17:30
奥戸総合スポーツセンター

温水プール館
小学校 4 年生以上 20 人 1,000 円 生涯スポーツ課 事業係

03-3691-7111
10 月 30 日（土）

11 月 6 日（土）

11 月 13 日（土）

かつしかの伝統工芸「硝子彫刻教室」（全 3 回）
伝統工芸士を講師に迎え、葛飾区内に伝わる伝統工芸の制作体験をします。

10/15 号

11 月 10 日（水）

14:00 ～ 16:00 葛飾区伝統産業館 区内在住・在勤・在学の方 15 人 2,000 円 生涯学習課 区民大学係
03-5654-847511 月 17 日（水）

11 月 24 日（水）

知知知

性の多様性に関する講座
①多様性について考えよう～ LGBT 基礎講座～
オリンピックで再度注目を浴びた「LGBT」。その基礎から最新情報までお
話しします。

10/15 号 11 月 12 日（金） 14:00 ～ 16:00
ウィメンズパル

どなたでも 会場 25 人
オンライン 10 人

無料 人権推進課 人権施策推進係
03-5654-8148

②未定
人権問題について、理解を深めるとともに考えていくための講座です。 未定 未定 未定 未定 未定

人人人
遊びのパートナー講座（全 2回）
子どもと心を通じ合わせることができる遊びのパートナーを目指します。初
日は実際に子どもたちと遊びます。

10/5 号
11 月 14 日（日） 9:00 ～ 17:00

亀有地区センター
子どもに関わっているまたは
テーマに関心のある 16 歳以上
の方

15 人 無料 生涯学習課 区民大学係
03-5654-847511 月 27 日（土） 13:30 ～ 15:30

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施内容が変更又は中止となる場合があります。    メールマガジンでは講座の募集などの最新情報をお届けしています。

かつしか区民大学では、メールマガジンを毎月３回配信しています。
ご希望の方は、区ホームページからご登録ください。
【トップページ⇒メール配信サービス⇒区民大学メールマガジン】

　＊上のQRコードからも登録ができます。
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分野 講　座　内　容 広報
掲載予定 開　催　日 時　間 会　場 対　象 定　員 費用（受講料・

教材費等）
お問い合わせ先

担当課・係名・連絡先

知知知

自然学習講座
①水元の歴史さんぽ
元郷土と天文の博物館の学芸員だった橋本直子さんが、水元小合溜の成り立
ちや災害の歴史など地域のルーツを紹介します。

10/5 号 11月 14 日 ( 日） 13:00 ～ 15:00

水元かわせみの里

15 歳以上の方

各 20 人 無料 水元かわせみの里
03-3627-5201

②身近な鳥の面白い食生活
自然観察大学学長の唐沢孝一さんが、身近な鳥の食生活を通して、鳥のくら
しや観察の面白さについて案内します。

10/25 号 11月 27 日 ( 土） 10:00 ～ 12:00 小学生以上
（小 3 以下は保護者同伴）

知知知
③カワセミについて学ぼう
カワセミ研究の第一人者の矢野亮さんが、カワセミの子育てなどについて解
説します。

2/15 号 4年3月19日（土） 10:00 ～ 12:00 15 歳以上の方

知知知

シルバーカレッジ
私の良寛さん～その詩歌と魅力～（全 3回）
良寛の生い立ちと生涯を振り返りながら、彼の詩歌を紹介し、その魅力と人
間像に迫ります。

10/15 号

11 月 17 日（水）

14:00 ～ 16:00 シニア活動支援セン
ター

区内在住
65歳以上の方 40 人 500 円

地域包括ケア担当課
シニア活動支援センター
03-5698-6201

11 月 24 日（水）

12 月 1日（水）

知知知
子育てに役立つ生と性のおはなし（全 2回）

「命はどうして大切なのか？」などの子どもの疑問にどのように答えるか、
体や性について学びながら考えます。「さんばはうす葛飾」と共催。

10/15 号
11 月 18 日（木）

10:00 ～ 12:00 堀切地区センター

0 歳～就学前のお子さんの保護者 各 10 人 500 円 生涯学習課 区民大学係
03-5654-8475

11 月 25 日（木）

11/15 号
12 月 15 日（水）

10:00 ～ 12:00 金町地区センター
12 月 22 日（水）

12/5 号
4 年1月16日（日）

10:00 ～ 12:00 青戸地区センター
4 年1月23日（日）

知知知
意識に届くデザイン～サインデザインとピクトグラム～
公共的な場所でよく目にするピクトグラムとサインデザインを中心に、東京
2020 スポーツピクトグラム開発時のエピソード等についてもお話しします。

10/5 号 11 月 20 日（土） 14:00 ～ 16:00 テクノプラザかつしか テーマに関心のある方 100 人 無料 生涯学習課 区民大学係
03-5654-8475

知知知 人権講座（全 3回）
人権問題について、理解を深めるとともに考えていくための講座です。

11/5 号

11 月 26 日 ( 金 )

14:00 ～ 16:00 ウィメンズパル どなたでも
会場 25 人
オンライン

10 人
無料 人権推進課 人権施策推進係

03-5654-8148
12 月 3 日 ( 金 )

12 月 10 日 ( 金 )

知知知

東京聖栄大学公開講座
デモンストレーション座学講座「魚の上手なさばき方を教えます」
食卓でもおなじみの「鯵」を使って、魚の上手なさばき方のポイントをプロ
の視点から伝授します。また、さばいた鯵の調理方法について、模範説明を
行います。新型コロナウイルス感染症対策として、調理実習や試食等は行い
ませんのでご了承ください。

10/25 号 12 月 11日（土） 10:00 ～ 12:00 東京聖栄大学附属
調理師専門学校 18 歳以上の方 20 人 無料 生涯学習課 区民大学係

03-5654-8475

知知知 人権週間記念講演会
人権問題について、理解を深めるとともに考えていくための講座です。

11/25 号 12 月 18 日（土） 14:00 ～ 16:00 ウィメンズパル どなたでも 会場 100 人
他オンライン 無料 人権推進課 人権施策推進係

03-5654-8148

人人人

団体・サークル支援講座（全 4回）
「パンデミックの時代をどう生きるか－そのための学びとは？」というテー
マで、コロナ禍の中でも人々が繋がり、学び合うためにはどうしたらよいか
を考えます。来場とオンライン（Zoom）のハイブリット型講座です。

12/5 号

4 年 1月 15 日（土） 15:00 ～ 17:00

亀有地区センター どなたでも 50 人 無料 生涯学習課 学び支援係
03-5654-8479

4 年 1月 22 日（土） 14:00 ～ 16:00

4 年 2 月 12 日（土） 14:00 ～ 16:00

4 年 2 月 19 日（土）
（予定） 14:00 ～ 16:00

人人人

葛飾区スポーツボランティア養成プログラム「スポーツボランティア・リー
ダー養成研修会」
区民がスポーツイベントのボランティア等へ参加する仕組みを構築するため
の制度を設け、スタッフの養成、及び現在活動するスタッフの資質向上を目
指す。

12/15 号
スポかつ 12月号

4年1月22日(土) 10:00 ～ 16:30 奥戸総合スポーツセンター
温水プール館

スポーツボランティア登録者
高校生以上、スポーツボラン
ティア経験があり、区内スポー
ツイベントでの活動が可能な方

30 人 3,000 円 生涯スポーツ課 事業係
03-3691-7111

知知知
これで安心！働きながら介護する～ケアも仕事も暮らしもバランスとって～
介護の基礎知識や費用、働きながら介護するための工夫、介護される人との
コミュニケーション、介護する自分自身のケアについて学びます。

12/25 号 4年1月29日(土) 14:00 ～ 16:00 ウィメンズパル どなたでも
会場 25 人
オンライン

5 人
無料 人権推進課 男女平等推進係

03-5698-2211

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施内容が変更又は中止となる場合があります。
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みなさんもチャレンジしてみませんか？

分野 講　座　内　容 広報
掲載予定 開　催　日 時　間 会　場 対　象 定　員 費用（受講料・

教材費等）
お問い合わせ先

担当課・係名・連絡先

人人人
障害者スポーツ指導員養成講習会（全 4回）
区内の障害者スポーツ活動に係る多様なニーズに対応できる指導員の養成、
及び現在活動する指導員の資質向上を目指す。

12/15 号
スポかつ 12月号

4 年 1 月から 2 月
（予定） 10:00 ～ 17:30 奥戸総合スポーツセンター

温水プール館
18 才以上、障害者スポーツ指導
者及びこれから活動を目指す方 20 人 1,000 円 生涯スポーツ課 事業係

03-3691-7111

人人人
葛飾区スポーツ指導員養成講習会「ラグビー」
区内のスポーツ活動に係る多様なニーズに対応できる指導員の養成、及び現
在活動する指導員の資質向上を目指す。

未定 4 年 1 月から 2 月
（予定） 未定 未定 18 才以上、スポーツ指導者及び

これから活動を目指す方 未定 未定 生涯スポーツ課 事業係
03-3691-7111

人人人
災害ボランティア講座
災害の基礎知識や自助・共助の重要性をはじめ、災害ボランティアの役割、
活動上の注意点などを学ぶ講座です。

12/5 号 4 年 1 月（予定） 13:30 ～ 16:40 ウェルピアかつしか 区内在住・在勤・在学の 16 歳以
上の方 20 人 無料

ボランティア・
地域貢献活動センター
03-5698-2511

知知知
大人の数学講座
数学の学習を通じて、何歳になっても学び続ける意欲に応え、分かる喜びを
体験します。

なし
4年2月5日（土）

13:30 ～ 16:30 亀有地区センター 18 歳以上の方 各 20 人 各回 1,500 円 生涯学習課 区民大学係
03-5654-84754年2月26日（土）

人人人
葛飾区スポーツ指導員養成講習会「共通科目」（全 2回）
区内のスポーツ活動に係る多様なニーズに対応できる指導員の養成、及び現
在活動する指導員の資質向上を目指す。

1/15 号
スポかつ 1月号

4年2月12日(土)
10:00 ～ 17:30 奥戸総合スポーツ

センター
18 才以上、スポーツ指導者及び
これから活動を目指す方 20 人 1,000 円 生涯スポーツ課 事業係

03-3691-71114年2月13日(日)

知知知 司法書士が教える相続の知識（全 2回）
相続についての基本的なお話です。ご希望の方には個別相談もあります。 未定

4年2月19日（土）
14:00 ～ 16:30 東四つ木地区センター 区内在住・在勤・在学の方

会場 36 人
オンライン

20 人
無料 生涯学習課 区民大学係

03-5654-84754年3月5日（土）

人人人
かつしかボランティア学（後期）（全 4回）
ボランティアについての基礎知識（講義）や体験を通じて、ボランティア活
動について学びます。

未定 4 年 2 月（予定） 13:00 ～ 16:00 ウェルピアかつしか 区内在住・在勤・在学の方 20 人 無料
ボランティア・
地域貢献活動センター
03-5698-2511

人人人
葛飾区スポーツ指導者連絡協議会兼ジュニア指導者研修会
区内のスポーツ活動に係る多様なニーズに対応できる指導員の養成、及び現
在活動する指導員の資質向上を目指す。

1/15 号
スポかつ 1月号

4年3月5日(土) 10:00 ～ 15:00 奥戸総合スポーツセンター
温水プール館

区内でスポーツの指導に携わっ
ている方 50 人 無料 生涯スポーツ課 事業係

03-3691-7111

知知知

子どもの自己肯定感を高める子育て～我が子に教える命の教育～
「命を大切」にし「自分自身を大切」にするようになる子育てについて考え
ます。これまでたくさんの命の現場に立ち会い多くのパパやママや子どもた
ちに接してきた助産師による講習会です。YouTube の限定配信による開催
です。「さんばはうす葛飾」と共催。

未定 未定 未定 生涯学習課 YouTube
チャンネル

子育て中の方
子育て支援活動をしている方
テーマに関心のある方

未定 無料 生涯学習課 区民大学係
03-5654-8475

知知知 ツボで健康に！やさしい東洋医学講座（全 2回）
東洋医学の考え方を学び、ツボを使ったセルフケアを体験します。 未定 未定 未定 未定 15 歳以上 40 人 無料 生涯学習課 区民大学係

03-5654-8475

人人人
子どもボランティア総合講座（全 4回）
地域の大人が子どもに関わるときの心得や技術、「子ども」についての知識
を学びます。

未定 未定 未定 未定 区内在住・在勤・在学の方 未定 無料 生涯学習課 区民大学係
03-5654-8475

知知知

かつしか区民大学オンライン講座「和食文化入門」（全 3回）
YouTube の限定配信により、自宅にいながら好きな時間に学ぶことができ
る機会を提供します。第 1 回は和食文化についての講義、第 2 回はだし・
うま味体験のテイストワークショップ、第 3 回は葛飾元気野菜のレシピ実演
を予定しています。

未定 未定 未定 生涯学習課 YouTube
チャンネル どなたでも なし 無料 生涯学習課 区民大学係

03-5654-8475

かつしか区民大学　学習単位認定制度

区民大学の講座を初めて受講する際に、受講証を配布しています。

区民大学の講座を受講すると、単位認定のスタンプを集めることができます。1回の講座（2時間程度）につき、
1つスタンプを押すことができます。スタンプは1つにつき1単位として認定します。（例えば、1回 2時間の 4
回連続講座を全回受講すると4つスタンプを押すことができます。）
ぜひ、学習の励みとして、受講証をご活用ください。

右に記載されている単位数に達した方には、お申し出により認定証を差し上げますので、以下①②を生涯学習課
まで直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。

①受講証のコピー
②単位認定申請書
※単位認定申請書は、かつしか区民大学パンフレット、生涯学習課窓口もしくは区ホームページから入手するこ
とができます。

認　定　区　分

30 単位

100 単位

150 単位

200 単位

300 単位

▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶

グッドチャレンジ賞

かつしか区民学士

かつしか区民修士

かつしか区民博士

かつしかアカデミック賞

※「かつしかアカデミック賞」の申請には、「かつしか区民博士」の認定を受
けていることが必須になります。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、実施内容が変更又は中止となる場合があります。



この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

オンライン講座
始めました

「Zoom」を使用し、オンライン開催した講座と受講者の声を紹介します。

パソコンの画面を通して、講師のお話と
スライドをじっくりと視聴することがで
きました。

自宅で気楽に視聴できるため、多忙で
あっても参加しやすいと思います。

若い女性が１人で参加すると浮いてしま
わないかと不安だったので、参加者同士
の姿が見えないオンライン開催は参加し
やすかったです。

令和 3年 6月 12日開催

会場とオンラインの併用を予
定していましたが、緊急事態
宣言中につき、ライブ配信の
みの開催となりました。

令和 2 年12 月19 日、
令和３年１月16日・30 日開催

（全３回）

会場とオンラインの併用で開催
しました。オンライン参加が不
安な方向けに「Zoom 操作体験
会」も実施しました。

Zoomは初めてでしたが、参加して
みて少し自信がつきました。今後も
リモートで学習できるとありがたい
です。

ブレイクアウトルームに分かれたグ
ループ討議で、情報交換できたのが
とても良かったです。

Zoomにより講座への参加の
敷居が低くなりました。

団体・サークル支援講座
時代を乗りこなせ

－現代を生きるリーダーのために－

葛飾の魅力再発見
葛飾花しょうぶと菖蒲園の歴史


