
かたしなの生涯学習
人権教育だより

第１号 平成２５年５月

片品村社会教育委員
片品村教育委員会

Ｈ24年度人権教育「人権講演会：鈴木ひとみ氏」 Ｈ24片品カレッジ「子どもと大人の自然学校（白根山頂）」

教育委員会では 「学びと交流の機会」の充実を図るため、文化協会や体育協会、その他の教、
室や学習グループなどの活動を広く情報提供いたします。新しい学びに挑戦してみてはいかがで
しょう。
◎文化協会グループの紹介

(美術部) (将棋研究会)【講座名 【講座名（主催団体等 （主催団体等） ）】 】： ：絵画教室 将棋研究会
【内容・活動日等】 【内容・活動日等】

絵の好きな人が集まって楽しく描く。 村内に居ー住している方。勤務している方も
毎週金曜日（19:40～21:30） 参加できます。※１１月の村民大会のみ小中
中央公民館３階和室 学生の参加も可。他は高校生以上。対象一般(小学生低学年は保護者付き添い)
※５月１９日（日）花咲街道スケッチ予定 佐藤八郎さん（58-2144）【問い合わせ先】

（参加費無料）どなたでも参加できます。
◎各種学習グループの紹介【問い合わせ先】千明良子さん（58-214９）

片品村エアロビクス同好会【講座名（主催団体等）】：
講座名 【内容・活動日等】【 】（ ）主催団体等 ：きりえ教室 (美術部きりえの会)

初心者向けエアロビクス・リズムにのった健【内容・活動日等】

経験の有無にかかわらず、入会できます。 康体操・ストレッチ等
対象一般 14:00～16:00 毎週水曜日19:30～20:30東小川体育館等

木内いよ子さん 58-2024 宮田晴美さん（58-2682）【 】問い合わせ先 【問い合わせ先】（ ）

俳句会 手話サークル【 】 】講座名 【講座名（ ） ）主催団体等 （主催団体等： ：(文芸部俳句作家協会)
【内容・活動日等】 【内容・活動日等】

俳句の創作や俳句作りの勉強。 手話によるコミュニケーション
※７月中旬～８月毎月第2日曜13:30～ 中央公民館１階和室 毎月第2･4木曜日 19:30～21:00

対象一般 年会費1,000円 中央公民館1階和室中旬、12月中旬～４月中旬はお休み。
渡辺和昭さん 58-３８６１ 高橋賀代さん（58-2115）【 】問い合わせ先 【問い合わせ先】（ ）

古文書解読の会 パソコンクラブ【講座名 【講座名（主催団体等 （主催団体等） ）】 】： ：(文化財部)
【内容・活動日等】 【内容・活動日等】

片品村内に残されている古い記録文書を解読 パソコンで使用するソフトやインターネット
し 昔の生活や社会の仕組みなどを調査する の活用方法の学習。毎週火曜日 14:30～1、 。
毎月下旬 13:30～16:00 6:30 中央公民館会議室にて。
中央公民館２階 年会費1,000円 会費 （受講料・運営費として）月１，０００円

（ ）【問い合わせ先】 問い合わせ先大竹將彦さん（58-3562） 井上里美さん 58-2６０６【 】

書道教室 尾瀬太鼓講座名 (書道部) 講座名（主催団体等 ： （主催団体等 ：） ）
【内容・活動日等】 【内容・活動日等】

生活に密着した実用的書道。初心者からの楽 和太鼓の愛好会 毎週月・木曜日
しい書道。月１回（土曜または日曜） 19:00～20:30 文化センター
13:30～15:00 中央公民館 対象は村内 年会費大人3,000円子ども学生1,500円

（ ）在住・在勤、高校生以上 年会費1,000円 戸丸貴雄さん 58-2１１２【 】問い合わせ先

（ ）【 】問い合わせ先 教育委員会事務局 58-2144
ストレッチ講座名（主催団体等 ：）

【内容・活動日等】講座名（主催団体等 ： (大禹皇帝碑顕彰会)） 禹(う)王の碑説明会
ストレッチとウォーキング【内容・活動日等】

片品川沿い(古仲)にある大禹皇帝碑の起源を 週１回程度 20:00～21:00
探る。土出現地の説明会。 片品村住民センター 若干費用が必要

。 （ ）年間６回 （１３：３０～１５：００） 笠原紀美子さん 58-2348【 】問い合わせ先

星野昌也さん（58-2295）【問い合わせ先】



（スポ少野球）講座名 講座名（主催団体等 ： （主催団体等 ：） ）ヨガ 片品ファイターズ
週２回程度 片小校庭【内容・活動日等】 【内容・活動日等】

ルーシー・ダットン タイ式ヨガ 各種大会への出場
毎週金曜日 19:30～20:45

◎片品カレッジ（公民館講座）等のお知らせ鎌田いろは 会費必要
、 、 。【問い合わせ先】星野久子さん（58-3306） 詳細は 後日 チラシを配付させて頂きます※

（ ）【 】一般向け講座 写真はＨ24年度実施の様子
ヨガ 文化財巡り講座名 講座名：（主催団体等 ：）

○誠道街道 ６月 ４日（火）【内容・活動日等】

ヨガ（健康体操） ○武尊街道 ６月11日（火）
月2回月曜日 20:00 21:30 ○丸沼街道 ６月18日（火）～
中央公民館１階和室その回ごとに会費必要 ○尾瀬街道 ６月25日（火）

星野裕子さん（58-7131）【問い合わせ先】

子どもと大人の自然学校講座名：
講座名 ○至仏山登山（主催団体等 ：） コーラスのばら

７月29日（月）【内容・活動日等】

コーラス ５月～11月 第2･4(火)
19:30～21:00 文化センター

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾚｯｽﾝ･ｺﾝｻｰﾄ会費若干必要 講座名：
鹿野三江さん（58-2673） ○片品村文化センター【問い合わせ先】

８月中旬
講座名 中村静香氏門下生による演奏（主催団体等 ：） フラダンス
【内容・活動日等】

小正月飾りを作ろうフラダンス 週２回（水曜日） 講座名：
19:30～21:30 片品村文化センター ○花の駅片品

須藤ちゑ子さん 58-2075 １月上旬【 】問い合わせ先 （ ）
花の駅片品との連携事業

英会話サークル講座名（主催団体等 ：）
片品村人権講演会【内容・活動日等】 事業名：

インターネット回線を使っての外国人講師を ○片品村文化センター
中心としたレッスン。片品村ＡＬＴブヘイさ ９月26日（木）

（ ）んとのフリーカンバセーション。 立木早絵氏による講演 予定
※今年度教材は「スピードラーニング」使用予定

かたしな映画会月に２～３回片品村中央公民館２階会議室に 事業名：
て開催。月額会費５００円程度。 ○片品村文化センター

12月１日（土）http://www.waltz.ne.jp/tertulia/index.html
佐藤 満さん 58-３９９０ ※上演作品未定【 】問い合わせ先 （ ）

人権教育啓発演劇会◎体育協会・OZEｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ・スポ少関係 事業名：
○片品村文化センター体育協会およびOZEスポーツクラブ主催の教

12月下旬室等への参加希望がございましたら直接見学等
※上演劇団未定に行かれるか、教育委員会事務局の社会体育係

（５８－２１４４）までお問い合わせ下さい。
ｿﾌﾄﾃﾆｽ教室(体協ｿﾌﾄﾃﾆｽ部) ◎Ｈ25片品村人権教育総合推進地域事業講座名（主催団体等 ：）
5～10月片中テニスコート （文科省委託事業）【内容・活動日等】

豊かな心を育む人権教育の推進
（主催団体等 ： ～ 、 、 ～講座名 学校 家庭 地域が連携した取組を通して） テニス教室(体協テニス部)

5～10月村民テニスコート他【内容・活動日等】

本研究では 「片品村教育振興基本計画」に基、
講座名 づきながら、学校教（主催団体等 ：） 剣道教室(体協剣道部)

毎週木曜日 片中剣道場 育部会と社会教育部【内容・活動日等】

会の２つの部会での
講座名 実践を柱に、学校、（主催団体等 ：） 少年サッカー教室(OZEｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

週２回 火・金曜日 家庭、地域がそれぞ【内容・活動日等】

18:30- 村民グラウンド れの教育的機能を生
かして連携し、人権

講座名 教育の充実を図るこ（主催団体等 ：） 小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室(OZEｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)
週２回 月・水曜日 とをねらいとしてい【内容・活動日等】

【 】19:00- 片小・片中体育館 ます。 Ｈ24年度人権教育総合推進会議


