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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

葛飾区生涯学習課葛飾区生涯学習課
                                                                        notenoteはじめました。はじめました。

いつでも、どこでも、どなたでも　

学べる講座、あります。

葛飾区生涯学習課
                                    noteはじめました。

出会った方々の熱意をお届けしたい。職員の熱い思いをもっと知っていただきたい。
参加者を募集するだけでなく、講座当日を迎えるまでのワクワク感を、皆さんとシェアしたい。
令和３年 10月、そんな思いから「葛飾区生涯学習課 公式 note」を始めました。

これまで生涯学習課の講座を受けたことのない方にも興味を持っていただくことで、学びを通じたつな
がりの輪が広がることを期待しています。学んだ成果を地域での活動に活かし、さらなる課題解決のた
めに新たに学ぶというような、学びと活動を好循環させるための「つながりづくり」に寄与できるよう
な記事を増やしていきたいと考えています。

上の QR コードから、ぜひご覧ください。中面で、記事の一部をご紹介しています！

https://katsushika-city.note.jp/

気に入った記事があったら、ぜひ「スキ」（ ♡ マーク
をクリック）をお願いします！



まなびぷらす 第 31号　（3）令和 4年（2022年）4月 1日まなびぷらす第 31号　（2） 令和 4年（2022年）4月 1日

講座情報 本紙に掲載している講座情報は、令和 4 年 3 月中旬時点での予定を一覧でご紹介するものであり、
都合により内容が変更となる場合があります。
申込受付を開始する際は、広報かつしか・区ホームページ等で詳細をお知らせしますので、それま
で楽しみにお待ちください。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。
■（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」には、会場までの交通費を含みません。

▼

	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）
問い合わせ先

担当課・係名・連絡先

人人人

手話講習会手話教室（全 3 回）　①昼クラス
聴覚障がいについて理解を深め、手話を学びます。
※講習内容は、昼／夜クラスとも共通です。

社協だより
2月25日号に掲載済

4 月 12 日（火）

10:00 ～ 12:00 ウェルピアかつしか 区内在住の 16 歳以上の健聴の方 40 人 無料
社会福祉協議会 福祉サー
ビス課 福祉サービス係 
03-5698-3216

4 月 13 日（水）

4 月 14 日（木）

手話講習会手話教室（全 3 回）　②夜クラス 社協だより
2月25日号に掲載済

4 月 12 日（火）

19:00 ～ 21:00 ウェルピアかつしか 区内在住の 16 歳以上の健聴の方 40 人 無料
社会福祉協議会 福祉サー
ビス課 福祉サービス係 
03-5698-3216

4 月 13 日（水）

4 月 14 日（木）

人人人
スポーツボランティア研修会

「スポーツボランティアとは？」から、やりがいや楽しみ方など、スポーツ
ボランティアの基礎をお伝えします。

スポかつ
2月号に掲載済 4 月 23 日（土） 13:00 ～ 15:00 奥戸総合スポーツセ

ンター 温水プール館 中学生以上の方 30 人
（先着順） 1,500 円 生涯スポーツ課 事業係

03-3691-7111

知知知
シルバーカレッジ 絵画で読むギリシャ神話（仮）（全 4 回）
多彩な絵を鑑賞しながら西洋文化のルーツであるギリシャ神話の物語を楽し
みます。

4/15 号

5 月 13 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 56 人 700 円

地域包括ケア担当課
シニア活動支援センター 
03-5698-6201

5 月 20 日（金）

5 月 27 日（金）

6 月 3 日（金）

人人人

ボランティア・ＮＰＯ入門講座
ボランティア活動や、ＮＰＯ活動の基礎を学ぶ講座です。地域課題を考える
とともに、団体設立までのシミュレーションをしながら、団体の事業計画や
資金繰りについて学びます。

4/15 号 5 月 14 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 
03-5698-2511未定 8 月（予定） 未定 未定 未定

人人人

スポーツ指導員養成講習会
①体力テスト
体力テストに関する知識やルール等、初歩的指導を学びます。

スポかつ
4月号

5 月 22 日（日） 13:00 ～ 17:00 奥戸総合スポーツセン
ター 体育館

区内在住・在勤・在学の 18 歳
以上の方 50 人 1,000 円 生涯スポーツ課 事業係

03-3691-7111

②ボッチャ（全２回）
ボッチャの指導に携わっている方及びこれから目指す方々を対象に、基礎プ
レーやルール等の初歩的指導を学びます。

6 月 4 日（土）
10:00 ～ 17:00 奥戸総合スポーツセン

ター 体育館
区内在住・在勤・在学の 18 歳
以上の方 30 人 1,000 円 生涯スポーツ課 事業係

03-3691-71116 月 5 日（日）

かつしかの伝統工芸
友禅タペストリー教室（全 3 回）
葛飾区認定伝統工芸士を講師に迎え、手描友禅の制作体験をします。

5/15 号

6 月 8 日（水）

14:00 ～ 16:00 葛飾区伝統産業館 区内在住・在勤・在学の方 未定 3,000 円 生涯学習課 区民大学係
03-5654-84756 月 15 日（水）

6 月 22 日（水）

人人人
水泳管理指導員養成講習会（全 2 回）
プール等の監視・管理に携わっている指導者及びこれから目指す方々を対象
に、水泳管理に対する理論や救急処置に関する知識・技術を学びます。

スポかつ
5月号

6 月 11 日（土）
9:00 ～ 16:00 奥戸総合スポーツセン

ター 温水プール館 20 歳以上の方 30 人 1,000 円 生涯スポーツ課 事業係
03-3691-71116 月 12 日（日）

知知知

共栄大学春の公開講座
①乳幼児期の音楽教育について考える～子どもと一緒に音や楽器で遊ぶため
のヒント～
子どもは大人が気付かないような色々な音を探し、見つけ、この世界には様々
な音の可能性があることを教えてくれます。こうした経験が、音楽教育的に
どのような意味を持つのか、子どもの姿や実際の楽器を紹介しながら、お話
しします。

5/25 号 6 月 25 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サクセスフルエイジング～フレイル予防していますか～
我が国は世界でも長寿国で知られており、男性・女性ともに高齢期が長くなっ
ています。人生 100 年時代を自分らしく生活していくためには、健康寿命
を伸ばすことが大切です。そこで早期からの介護予防を意味するフレイル予
防について演習を交えながら紹介します。

6/5 号 7 月 9 日（土）

知知知
知って、得する年金講座
社会保険労務士が、年金について解説します。ご希望の方には、講義終了後、
個別年金相談も行います。

未定 6 月（予定） 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

※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。



まなびぷらす 第 31号　（5）令和 4年（2022年）4月 1日まなびぷらす第 31号　（4） 令和 4年（2022年）4月 1日

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）
問い合わせ先

担当課・係名・連絡先

知知知 東京聖栄大学公開講座
座学講座を予定しています。 未定 6 月（予定） 未定 東京聖栄大学 未定 未定 未定 生涯学習課 区民大学係

03-5654-8475
生きものから見る葛飾 ～今・むかし～
葛飾区内に生息する生物の特色を学びます。また、葛飾の生態系の変化に焦
点を当て、" 葛飾の生活 " を考えます。

5/25 号 7 月 2 日（土） 13:00 ～ 15:00 亀有地区センター 未定
会場 40 人
オンライン

未定
未定 生涯学習課 区民大学係

03-5654-8475

知知知 自殺対策講演会（テーマ未定）
メンタルヘルスや健康に関するテーマで、講演会を開催します。 未定 7 月 2 日（土） 午後 男女平等推進センター 区内在住・在勤の 18 歳以上の方 未定 無料 保健予防課 保健予防係

03-3602-1274

人人人

ゲートキーパー研修
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。

未定 7 月 17 日（日） 午後 男女平等推進センター 区内在住・在勤の 18 歳以上の方 未定 無料 保健予防課 保健予防係
03-3602-1274

人人人
東京都立葛飾ろう学校公開講座「初めての手話体験入門講座」（全２回）
基礎的な手話の体験学習を通じて、聴覚障害理解について学びます。

6/5 号
7 月 28 日（木）

9:00 ～ 15:00 東京都立葛飾ろう学校 都内在住・在勤・在学の初めて
手話を体験する方 16 人 無料 生涯学習課 区民大学係 

03-5654-84757 月 29 日（金）

人人人

東京都立葛飾盲学校公開講座　「視覚障害児・者の理解と支援について」
ZOOM を使用してのオンライン開催となります。
講座を通して、視覚障害児・者の方への必要な配慮や基本的な援助方法、点
字などについて学びます。

6/5 号 7 月 29 日（金） 10:00 ～ 16:00 オンライン（ＺＯＯＭ） 区内在住・在勤の中学生以上の方 20 人 無料 生涯学習課 区民大学係 
03-5654-8475

人人人
障害のある人が困っていることについて考えてみよう
障害のある人にどのような配慮が必要か、車いすや手話等の体験を通して学
びます。

6/25 号 7 月 31 日（日） 9:30 ～ 12:00 男女平等推進センター 概ね小学校３～６年生とその保
護者の方

20 組
40 人 無料 障害福祉課 援護係 

03-5654-8302

知知知

シルバーカレッジ 人の為に尽くした人たち（仮）（全 4 回）
人の為に尽くした４人の歴史上の人物（緒方洪庵、福沢諭吉、勝海舟、渋沢
栄一）に焦点をあて、彼らの生きた時代背景やエピソードなどを交えながら
歴史について学びます。聞こえづらい方向けに字幕が出ます。要約筆記講座。

7/5 号

8 月 2 日（火）

10:00 ～ 12:00 シニア活動支援センター 区内在住の 65 歳以上の方 56 人 700 円
地域包括ケア担当課
シニア活動支援センター
03-5698-6201

8 月 9 日（火）

8 月 16 日（火）

8 月 23 日（火）

知知知
シルバーカレッジ 百花繚乱のロマン派音楽（仮）（全 4 回）
色彩豊かに発展したロマン派音楽をテーマに、ショパン、リスト、シューマ
ン、ブラームスを取り上げ、その生涯と名曲を紹介します。

7/25 号

8 月 29 日（月）

10:00 ～ 12:00 シニア活動支援センター 区内在住の 65 歳以上の方 56 人 700 円
地域包括ケア担当課
シニア活動支援センター
03-5698-6201

9 月 5 日（月）

9 月 12 日（月）

9 月 26 日（月）

知知知
東京聖栄大学との連携講座①～⑤
身近な調理・食品をサイエンスの視点でとらえたときの面白さを体感できる、
実習・演習形式の講座を予定しています。

未定 8 月（予定） 未定
未定
オンラインと会場での
実施を予定

未定 未定 未定 生涯学習課 区民大学係 
03-5654-8475

人人人
かつしかボランティア学（前期）（全 4 回）
ボランティアの基礎知識や活動体験等を通じて、ボランティア・地域活動に
ついて学びます。

未定 8 月（予定） 13:00 ～ 16:30 ウェルピアかつしか 区内在住・在勤の方 20 人
講座外体験

保険料
350 円

ボランティア・地域貢献活動
センター　
03-5698-251

知知知 消費者連続講座（全 8 回）
自立した消費者を目指すため暮らしに関する様々な問題について学びます。

7/5 号 8 月～ 11 月
（予定） 13:30 ～ 15:30 消費生活センター 区内在住・在勤の方 20 人 無料 消費生活センター

03-5698-2316

知知知 テレビ局社員に聞く！テレビ番組の舞台裏
アナウンサーやリポーターの体験講座も予定しています。

8/5 号 9 月 11 日（日） 午後 亀有地区センター 未定 未定 無料 生涯学習課 区民大学係 
03-5654-8475

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。

未定
9 月 21 日（水）

未定 未定 0 歳から就学前のお子さんの保護者 未定 未定 生涯学習課 区民大学係 
03-5654-84759 月 28 日（水）

知知知
司法書士が教える相続の知識
相続についての基本的なお話です。ご希望の方には、講義終了後、個別相談
も行います。

未定 9 月（予定） 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

人人人
災害ボランティア講座
災害を知り、自助・共助の重要性や被災地、被災者を支援する災害ボランティ
アについて学ぶ講座です。

未定 9 月（予定） 未定 未定 16 歳以上の方 20 人 未定
ボランティア・地域貢献活動
センター
03-5698-2511

知知知

「かつしかの元気と健康は食生活から」～がん予防の生活と食事～
（東京聖栄大学協働開催）
がんのリスクを減らすための生活や食習慣についての知識を学びます。区内
にある健康的なメニューやサービスを提供する「かつしかの元気食堂」の紹
介もあります。

7 月～ 8月頃 9 月（予定） 未定 東京聖栄大学会場とオン
ラインでの実施を予定 どなたでも 未定 無料

健康づくり課
栄養推進担当係
03-3602-1268

知知知
歯ッピースマイル健口教室
口腔内の健康は全身の健康に繋がります。
歯科医師の講義で口臭や全身疾患と関わりのある歯周病について学びます。

未定 未定 未定 未定 区内在住の方 未定 無料
健康づくり課
歯科保健担当係
03-3602-1268

※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。



まなびぷらす 第 31号　（7）令和 4年（2022年）4月 1日まなびぷらす第 31号　（6） 令和 4年（2022年）4月 1日

例えば、「葛飾で出会った素敵な人」について

講座の実施報告も

ファインダー越しの“魅力的な場所”＠葛飾区

嬉しいニュースもシェアします

こちらの記事では、東京都立農産高等学校	定時制課程で専
修実習助手をされている常盤大助先生をご紹介しています。区
民運営委員会企画講座「見てよし！食べてよし！寄せ植えに挑
戦！！～農産高校で学ぶ～」の講師としてお招きした先生です。

「先生が授業で一番大切にしていることは何ですか。」という
私たちの質問に対し、「農業を好きになってもらうこと。途中、
辛いこともあるかもしれないけれども、“農業は楽しいよ。面
白いよ”ということを伝えたい。」と話してくださいました。取
材に伺ったこの日も、農産高校定時制の農場の、野菜のこと、
混植のこと、美しくなければいけないこと等、農業について
何も知らない私たちでも理解できるよう、とてもわかりやすく、
丁寧に説明してくださいました。常盤先生の幅広い知識に驚く
とともに、何より、常に生徒のこと、学校のことを考え、ご自身が学び、研究している常盤先生の情
熱に、感銘を受けました。記事では、取材の際に校舎エントランスに展示されていた「懸

けん

崖
がい

菊
ぎく

」や、
美しい野菜の写真もご覧いただけます。

講座内容の一部を、特別にご紹介している記事もあります。

東京司法書士会との共催で実施した講座「司法書士が教える
相続の知識」では、知っているようで知らない相続の制度につ
いて、東京公共嘱託登記司法書士協会の司法書士である木村
拓先生から、基礎的な“相続の知識”をわかりやすく解説して
いただきました。
この記事では、“そもそも相続とは？”というこ
とや、“法定相続人の順番”について、少しだ
けご紹介しています。

区内外の皆さんに、少しでも「葛飾区」に興味を持っていただ
きたく、不定期に“魅力的な場所”を写真でご紹介するシリー
ズも。

こちらの記事では、かつしか郷土かるた「明治の美	レンガを
積んだ	閘

こう

門
もん

橋
ばし

」の札にも登場する「弐
にごうはんりょう

郷半領猿
さるがまた

又閘
こう

門
もん

」（正
式名）を紹介しています。1909 年（明治 42 年）に完成した閘
門橋は、葛飾区と埼玉県三郷市を繋ぐ、葛

かつ

三
み

橋
ばし

と平行して架
かっています。東京 23 区内で唯一現存する貴重な「レンガ造
りのアーチ橋」で、使用されているレンガ数は約16 万個だそ
うです。そして、一番驚いたのが、金町で作られたレンガでで
きているということ。さらに、同じレンガが、丸の内一帯の「東
京の文明開化の建物」にも使われているとのこと。葛飾区登録
文化財です。詳しくは、記事をご覧ください。

葛飾区では、区民サービス向上や仕事の簡素化・効率化、組
織の活性化を目的とし、毎年、各職場で行われている業務改
善の取組を全庁で共有しています。

令和３年度業務改善表彰で、生涯学習課からは「本区初！！
noteで“生涯学習課ホームページ”開設」と「生涯学習課公
式YouTubeチャンネル（限定公開用）の開設」、「QRコードで
メールフォーマット作成」の３件が「優良賞」に選ばれました。
生涯学習課は、昨年度（令和２年度）も「オンライン生涯学習
の推進」で優秀賞、「動画制作研修（基本編）の実施」で優
良賞に輝き、葛飾区長から表彰されています。日々、区民サー
ビス向上のために工夫を重ねてきたことが、２年連続で評価さ

れる結果となりました。
教育次長から表彰状が授与され、「２年連続の受賞は見たことがありません。新しいことに挑戦する
姿勢が大切です。小さなことでも努力していけば、大きな成果につながります。それが区民に奉仕す
る公務員としての使命ではないかと思っています。がんばってください」と激励を受けました。
今まで皆さんにお伝えする機会のなかった小さなニュースもnoteで発信していきます。

農産高校の先生が一番大切にしていることは、
「農業を好きになってもらうこと。」　　　　　
https://katsushika-city.note.jp/n/nf3b3508edbee

身内が亡くなったら相続するのは誰？
https://katsushika-city.note.jp/n/n811da442463b

東京 23 区内に、現存する「レンガ造りのアーチ橋」が！？
https://katsushika-city.note.jp/n/nbe8d923c0746

「note」を始めたら、優良賞に選ばれた！
https://katsushika-city.note.jp/n/n75e017b46176

葛飾区生涯学習課 公式 note 記事の一部をご紹介します！

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）
問い合わせ先

担当課・係名・連絡先

人人人

かつしかはつらつ体操　初心者講習会（全 6 回）
区歌に合わせた体操を行い、健康づくりに役立てます。体操の様子は区ホー
ムページ（トップ→葛飾区公式 YouTube チャンネル→健康づくり動画）か
らもご覧になれます。

未定 未定 未定 健康プラザかつしか どなたでも 40 人 無料 健康づくり課 健康づくり係
03-3602-1268

人人人
農業応援サポーター養成講座（全 18 回程度）
実習を含む養成講座を実施し、一定の基準を満たした方を農業応援サポー
ターとして認定します。

未定 未定 14:00 ～ 16:00 奥戸地区センター及び
うしろの畑

区内在住・在勤・在学の 20 歳
以上の方 未定 未定 産業経済課 経済企画係

03-3838-5554



この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

区民運営委員会だより区民運営委員会だより
かつしか区民大学

区民運営委員会だより区民運営委員会だより

チョークアートでお部屋を教室を
お店を、そして町を輝かせよう

（令和4年 2月 20日，27日）

区在住のチョークアーティスト、町田美佐先生に
チョークアートを紹介していただきました。第2回
は制作体験を行い、参加された皆さんがそれぞれ素
敵な作品を作りました！

見てよし！食べてよし！寄せ植えに
挑戦 !! ～農産高校で学ぶ～

（令和4年 3月 6日）

東京都立農産高等学校の教員である常盤大助先生に
よる、寄せ植えの講座を行いました。見た目も美し
く、食べることもできる野菜の寄せ植えの作り方を
教えていただきました！

～今後開催を予定している区民運営委員会企画講座～
生きものから見る葛飾 ～今・むかし～

日　時：令和 4 年 7 月 2 日（土）13 時から 15 時まで

会　場：亀有地区センター

講　師：田中 利勝 氏

内　容：葛飾区の生態系の変化から ”葛飾の生活”を考えます。

申込方法等のご案内は広報かつしか 5 月 25 日号に掲載予定です。

区民運営委員会が企画実施した講座をご紹介します


