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かつしか区民大学特別講演会
報道の現場とスポーツカメラマンという仕事

【講　師】	 長田	洋平	氏（スポーツカメラマン）
【日　時】	 11 月 29 日（日）
【会　場】	 亀有地区センター
【対　象】	 区内在住の方
【定　員】	 40 人

多様性を考える ～共に楽しむスポーツの形～

【講　師】	 岩田　朋之　氏（CA	SOLUA葛飾キャプテン・　　　　　　　
	 ロービジョンフットサル日本代表）
【日　時】	 10 月 25 日、11月１日（日）午後２時～４時
【会　場】	 かつしかエコライフプラザ、清和小学校
【対　象】	 区内在住の方
【定　員】	 30 人

パラリンピック金メダリスト伴走者に学ぶ
            「チームで挑むブラインドマラソン」

【講　師】	 中田　崇志　氏（伴走者）
【日　時】	 11 月７日（土）午後２時～４時
【会　場】	 亀有地区センター
【対　象】	 区内在住の方
【定　員】	 40 人

＊詳細は広報かつしか９月25日号に掲載予定＊

＊詳細は広報かつしか10月15日号に掲載予定＊

スポーツを学
ぼう！

スポーツを学
ぼう！

スポーツを学
ぼう！

＊詳細は広報かつしか９月25日号に掲載予定＊

※新型コロナウイルスの影響により、実施内容の変更又は中止となる場合があります。

受講料
すべて
 無料！

スポーツの話を聞いて気分を
リフレッシュしませんか？
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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

知知知 ママのためのゆっくり学び時間（全 3 回）
ママが肩の力を抜いて、自分を大切にできる全３回の講座です。 8/25 号

9月29日（火）

10:00～12:00 ウィメンズパル 乳幼児の母親 15人 無料
人権推進課
男女平等推進係
03-5698-2211

10月6日（火）

10月13日（火）

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。

8/25 号
10月10日（土）

14:00～16:00

亀有地区センター

区内在住・在勤・在学の方 各 36人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

10月31日（土）

1/15 号
令和3年2月13日（土）

新小岩地区センター
令和3年3月6日（土）

知知知

国際ガールズ・デー企画　女の子たちの今～セカイとニッポン（全２回）
第１回：「メディアの中の少女たち」ニッポンの女の子について考えます。
第２回：「『アッラーと私とスカーフと』上映会」セカイの女の子について考
えます。

9/15 号
10月11日（日）

13:00～15:00 ウィメンズパル どなたでも 25人 無料
人権推進課
男女平等推進係
03-5698-221110月18日（日）

人人人 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いくための講座です。

9/25 号

10 月 14日（水）

14:00～16:00 ウィメンズパル どなたでも 25人 無料
人権推進課	
人権施策推進係	
03-5654-8148

10 月 19日（月）

10月 29日（木）

400 年前の阿弥陀様に会いに行きましょう 
400 年の歴史のあるお寺でめったに見られないお寺の文化財を拝観します。 9/15 号 10月18日（日） 14:00～16:00 證願寺 どなたでも 15人 無料 生涯学習課　区民大学係

03-5654-8475

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～
助産師を講師に迎え、子どもに伝える命の尊さや自分自身を大切にする子育
てについて考えます。「さんばはうす葛飾」と共催。

9/25 号 10 月 24日（土） 10:00～12:00 青戸地区センター
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

先着 30人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

知知知

共栄大学公開講座
①ストレスから心身の健康を守る
　―心と体の健康を保つためのリラクセーション法入門―
さまざまなストレスとうまく付き合うためのリラクセーション法の体験や心
身の緊張を緩和する方法についてお話します。

9/25 号 10 月 24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
03-5654-8475

②人生 100 年、どう生きるか～老後の不安解消と豊かな人生～
年金、医療、介護など、老後の心配事は尽きることがありません。これらの
心配事を払拭するための処方箋を示しつつ、100 歳まで豊かな人生を送るた
めの心構えについてお話します。

10/15 号 11 月 21日（土）

知知知

東京理科大学講演会
ふだん使いのストレス対処法～視点をかえる・視点がかわる～
臨床心理学の観点から、日常生活で活用できそうなストレス対処法について
学ぶことができます。

10/5 号 10 月 24日（土） 14:00～15:30 中央図書館 区内在住、中学生以上の方 40人 無料 中央図書館　事業推進係
03-3607-9201

知知知
多様性を考える～共に楽しむスポーツの形～（全 2 回）
視覚障害やパラスポーツの考え方、いろいろな障がい者サッカーについての
講義と体験を行います。

9/25 号
10 月 25 日（日）

14:00～16:00
かつしかエコライフプラザ

区内在住の方 30人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-847511 月 1日（日） 清和小学校

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、専門
家から知識を学びます。

9/25 号

10 月 30 日（金）

14:30～16:00 亀有地区センター 区内在住・在勤・在学の方 各 40人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

11 月 5日（木）

11月 6日（金）

11月 10日（火）
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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

かつしかの伝統工芸　江戸木彫刻　能面づくり体験教室（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。 9/25 号

11 月 4日（水）

14:00～16:00 葛飾区伝統産業館 どなたでも 6人 6,000 円 生涯学習課　区民大学係
03-5654-847511月 11日（水）

11月 18日（水）

知知知 シルバーカレッジ「琳派の美学」（全 3 回）
「琳派」が表現した世界を学びます。

10/5 号

11 月 6日（金）

14:00～16:00 シニア活動支援
センター

区内在住の
65歳以上の方 40人 350 円 シニア活動支援センター

03-5698-620111月 13日（金）

11月 20日（金）

知知知
かつしか区民大学特別講演会
パラリンピック金メダリスト伴走者に学ぶ「チームで挑むブラインドマラソン」
パラリンピックで金メダル＆銅メダルを獲得するまでの道のり、ブラインド
マラソンならではの声の駆け引き、選手村の様子など幅広くお話しします。

9/25 号 11 月 7日（土） 14:00～16:00 亀有地区センター 区内在住の方 40人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

知知知

自然学習講座
①水元の歴史さんぽ
郷土と天文の博物館の橋本直子さんが、水元小合溜の成り立ちや災害の歴史
をわかりやすく紹介します。

10/5 号 11 月 8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カワセミについて学ぼう
カワセミ研究の第一人者である矢野亮さんが、カワセミの子育てなどについ
て解説します。

10/5 号 11 月 15日（日）

③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暮らし
や観察の面白さを解説します。

11/15 号 12月13日（日） 10:00～12:00 小学生以上
（小 3以下保護者同伴）の方

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。

9/25 号
11 月 8日（日） 10:00～17:00

亀有地区センター 16歳以上の方 20人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-847511月 27日（金） 19:00～21:00

知知知

子育てに役立つ生と性のおはなし（全 2 回）
子どもの命と体と心の守り方～パパママのための家庭で出来る命と性の教育～
これまでたくさんの命の現場に立ち会ってきた助産師から乳幼児期の今だか
らこそ知りたい「体や性」について学びます。「さんばはうす葛飾」と共催。

10/15 号
11月12日（木）

10:00～12:00

高砂地区センター

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19日（木）

11/5 号
12 月 4日（金）

お花茶屋地区センター
12月 11日（金）

12/5 号
令和3年1月16日（土）

健康プラザかつしか
令和3年1月23日（土）

知知知

かつしか区民大学特別講演会
報道の現場とスポーツカメラマンという仕事
国内外の競技大会でスポーツカメラマンとして活躍中の長田洋平氏が、様々
な国際大会での取材秘話やスポーツ報道についてお話します。

10/15 号 11月29日（日） 14:00～16:00 亀有地区センター 区内在住の方 40人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

人人人
ブックスタート公開講演会
ブックスタートは「絵本を通じて赤ちゃんと楽しいい時間を分かち合うこと」
を応援する活動です。地域の子育て支援に関心のある方向けの講座です。

10/25 号 11月29日（日） 14:00～16:00 中央図書館 地域の子育て支援に関心のあ
る方 50人 無料 中央図書館　事業推進係	

03-3607-9201

知知知

東京聖栄大学公開講座
調理実習講座「さつまいもの和洋菓子作り」
豊富な栄養素が含まれているさつまいも。今回は、さつまいもを使った和菓
子や洋菓子として、「さつまいものブリュレ」、「さつまいものゴマ団子」、「さ
つまいもの茶巾包み」などを作ります。裏ごしからマスターして、和洋様々
なお菓子を作ってみましょう。なお、作ったお菓子は、お持ち帰りいただけ
ます。

10/25 号 12月12日（土） 10:00～14:00 東京聖栄大学附属
調理師専門学校 18歳以上の方 20人 3,000 円 生涯学習課　区民大学係

03-5654-8475
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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

人人人

団体・サークル支援講座
時代を乗りこなせ―時代を生きるリーダーのために―（全 3 回）
人と人をつなぎ、生涯学習活動を地域活動につなぐためのコツを学びます。
第 1回：コロナ禍をどう乗り切る？
　　　　―いまだからこそ、学ぶことの大切さを考える―
第 2回：活動と社会のコミットメント
　　　　―ワークショップで学ぶ、実践者の活動の秘訣―
第 3回：チームは人から。人を生かし、課題を解決！
　　　　―課題から学ぶ、チーム力を地域へ―

11/25 号

12月19日（土）

14:00～16:00 亀有地区センター どなたでも 25人 無料
生涯学習課　学び支援係

03-5654-8479

令和3年1月16日（土）

令和3年1月30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。

11/5 号 12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

知知知 コロナ時代を生きる・こども食堂～すべての子どもが希望を持てる葛飾に～
子どもを取り巻く貧困問題や、コロナ時代の子ども食堂のあり方を考えます。

12/5 号 令和3年1月10日（日） 13:30～15:30 金町地区センター どなたでも 60人 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

知知知 木版画家大野隆司氏講演会（仮）
葛飾ゆかりの木版画家である大野隆司氏による講演と、実演を行います。

11/25 号 令和3年1月17日（日） 14:00～16:00 高砂地区センター どなたでも 未定 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

知知知
「視覚文化とジェンダー」（全 2 回）
マンガやテレビドラマの登場人物やその設定について、ジェンダーの視点か
ら読み解きます。

12/5 号
令和3年1月23日（土）

14:00～16:00 ウィメンズパル どなたでも 20人 無料
人権推進課
男女平等推進係
03-5698-2211令和3年2月6日（土）

知知知

かつしか区民大学特別講演会
「子どもの人権をまもるために」
「子どもには人権がある」と言われるが、ほんとうにその権利は保障されて
いるか。いまの子どもたちに降りかかるさまざまな困難について、何をした
らその支えになれるのか。東京都立大学教授の木村草太氏をお招きし、「子
どもの人権」についてお話いただきます。

未定 令和3年1月31日（日） 14:00～16:00 亀有地区センター どなたでも 未定 無料 生涯学習課　区民大学係
03-5654-8475

知知知 LOVE CONTROL ～アタリマエとおかしな関係～
講義と演劇を通してデートDVを考えます。

12/15 号 令和3年1月31日（日） 14:00～16:00 ウィメンズパル 中学生以上の方 先着
50人 無料

人権推進課
男女平等推進係
03-5698-2211

人人人

読み聞かせボランティア講座
①スキルアップ編・おはなし
読み聞かせボランティア経験者の方がスキルアップできる講座です。

12/15 号 令和3年1月31日（日）

14:00～16:00 中央図書館 読み聞かせボランティア
経験者の方 各 50人 無料 中央図書館　事業推進係

03-3607-9201
②スキルアップ編・絵本
読み聞かせボランティア経験者の方がスキルアップできる講座です。

2/15 号 令和3年3月20日（土）

人人人
ボランティア・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。

12/5 号 令和3年1月予定 10:00～16:00 未定 区内在住・在勤・在学の方 10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
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。

未定 令和3年1月予定） 13:30～16:40 未定 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

人人人

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」
スポーツボランティア活動時のまとめ役となるリーダーに必要な知識や技術
を学ぶ講座です。

12月 15日号
( スポーツかつしか

12月号 )
令和3年2月6日（土） 10:00～16:30 奥戸総合スポーツセンター温水プール館

以下の要件①～③全てを満たす方
①スポーツボランティア研修会
修了者
②高校生以上
③スポーツボランティア活動の
経験者

30人 3,000 円 生涯スポーツ課　事業係	
03-3691-7111

知知知 多様性に関する講座
人権問題について、理解を深めるとともに考えいくための講座です。 未定 未定 未定 未定 未定 未定 無料

人権推進課	
人権施策推進係	
03-5654-8148

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 未定 未定 無料 生涯学習課　区民大学係

03-5654-8475
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まなびぷらす

区民運営委員会だより
※区民運営委員会とは区民大学講座を年間約10講座ほど企画・運営しているボランティア団体です

メールマガジンでは講座の募集案内などの最新情報を、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 ⇒ かつしか区民大学メールマガジン】

＊右のQRコードからも登録ができます。

区民大学メールマガジンのお知らせ

かつしか区民大学

第 7期区民運営委員会委員 大募集
こんな

方

お待ち
してま

す！

□郷土葛飾を学ぶ講座を企画したい
□葛飾の歴史や地理に興味がある
□葛飾の文化や産業に関心がある
□葛飾の魅力を発信したい✓

✓

✓

✓

区民向けの講座を企画・運営してみませんか？
募集説明会を開催予定です。興味のある方はぜひお越しください。

【活動内容】
年間約 100 講座を開催している、かつしか区民
大学講座のうち、約 10 講座ほどの企画・運営を
します。講座実施に向けた定例会を月に1回開催
しています

【お問い合わせ】
生涯学習課　区民大学係
電話：03（5654）8475

【対　象】
区内在住・在勤・在学の18 歳以上の方

（20 人程度）

※募集説明会の日程等については広報かつしかで
お知らせします。


