
日　時 平成３１年２月２７日(水)

午前１０時～

場　所 水戸市吉沢市民センター

1 開　　会

2 会長あいさつ

3 議　　事

（３）平成３１年度吉沢市民センター事業計画並びに関連事業について

4 閉　　会

水戸市吉沢市民センター

（４）平成３１年度吉沢市民センター定期講座募集要項(案)について

（５）その他

平成３０年度

第２回 吉沢市民センター

運　営　審　議　会

（１）平成３０年度吉沢市民センター事業実施状況について

（２）平成３０年度吉沢市民センター利用状況について



任　期 ２０１８年４月　１日から

２０２０年３月３１日まで

（順不同・敬称略）

番号 氏　　名 住　　所 電話番号

1 増淵　元孝

2 山口　豊朗

3 友崎　　忍

4 菊池ウメ子

5 松本由紀恵

6 清水　　明

保健推進員

吉沢女性会

施設利用者代表

吉沢小学校校長

水戸市吉沢市民センター
運　営　審　議　委　員

役　　職

吉沢地区会
（自治連合会）

吉沢地区体育協会



（１）平成３０年度吉沢市民センター実施状況について

教室名 時    間 講   師 人　数

パンつくりＡ 第1 木 9:30～13:00 鈴木三智 15

パンつくりＢ 第4 金 9:30～13:00 鈴木三智 8

クラブ名 時    間 講   師 人　数

卓　　球 第1･3 月 13:30～15:30 自主活動 30

卓 友 会 第2･4 月  9:00～12:00 自主活動 31

着　　付 第1･3 月 10:00～12:00 小室陽子 14

絵 手 紙 第1･3 火 10:00～12:00 鯨和子 19

絵　　画 第1･3 火 13:30～15:30 大津昭 12

ヨーガⅠ 第1･3 水 10:00～12:00 江橋京子 30

ヨーガⅡ 第2･4 水 10:00～12:00 長洲恵美 28

ﾀｰｹﾞｯﾄ
ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ

毎週 水 10:00～12:00 自主活動 13

書　　道 第1･3 木 10:00～12:00 鬼沢頌雲 5

楽しい童謡 第2･4 木 10:00～12:00
飛田淳子
増渕亜依

37

茶　　道 第1･3 金 10:00～12:00 伊藤宗恵 9

籐 工 芸 第1･3 金 10:00～12:00 茅根啓子 10

囲　　碁 第2 土 10:00～16:00 自主活動 17

アロハ
フラダンス

第2･4 土 10:00～12:00
茨城ﾌﾗﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ

ウィラニ・ケイ 26

定期講座（教室）

定期講座（クラブ）

開 催 日

開 催 日



回数 開催期日 講師 人数

6月22日 高齢福祉課 34

回数 開催期日 講師 人数

1月21日
長山　勝紀
名澤　久子

15

回数 開催期日 講師 人数

加藤  一枝

川澄  直子

水戸地区
救急普及協会

回数 開催期日 講師 人数

7月27日 平賀　礼子 20

7月30･31日 菅原　和子 34

8月1･2日 菅原　和子 29

36

33

28

38柳貴家　正楽

市バス利用

寿大学教養セミナー

女性教養セミナー

年４回

7月13日

9月6日

9月13日

年２回
7月5日

内容

「脳たっしゃ講座」

講演・鑑賞会

内容

「家族はつらいよ」

移動学習

「映画の世界観や，作品の奥深
さに触れ，教養を高める」（東京
方面）

内容

移動学習

「日本を代表する建築物を学習
しよう！」（東京方面）」

みそ作り教室

「笑いが一番」

映画鑑賞

ぴよぴよ学級

赤ちゃんマッサージ 10

9

内容

子ども書道教室

ワイワイ学園

応急手当講習

年２回
9月7日

9月21日

年３回 子ども絵画教室A

子ども絵画教室B



回数 開催期日 講師 人数

12月19日 加藤  一枝 10

1月21日 加藤  一枝 7

助産師

池田  梨絵

回数 開催期間 講師 人数

内容

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞとふれあい遊び

親子ふれあい遊び・リトミック

家庭教育強化事業

悠悠サロンフェスティバル

年３回

3月8日 10

230

講演会

「生まれてきてくれてありがとう」

年１回 2月23･24日

内容

教室発表会・作品展

模擬店・即売会

三世代の広場（茶会・小物作り）



・学区対抗お父さんソフトボール大会

・学区対抗ママさんバレーボール大会

・体協ミックスバレーボール大会

・ごみ減量推進事業空き缶回収

〈参考〉吉沢地区の主な事業

・体協親善ゴルフ大会 ４月８日（水）セブンレイクス　
５０名参加

・体協ソフトボール大会

・吉沢地区市民運動会

・市民歩く会

・東部ﾌﾞﾛｯｸｺﾞﾙﾌ大会 ６月２０日（水）勝田ｺﾞﾙﾌ倶楽部

・お父さんソフトボール大会

・ママさんバレーボール大会

・第２９回よしざわ祭り

・体協バレーボール大会

５月１３日（日）元石川市民運動場
９チーム参加

５月１８日（金）吉沢小学校体育館
３チーム参加

・先進都市視察研修旅行

７月２２日（日）元石川市民運動場
９チーム参加

７月２７日（金）吉沢小学校体育館
３チーム参加

８月１９日（日）吉沢小学校

９月１６日（土）
９３５名配達

９月２３日（日）田野市民運動場

９月３０日（日）元石川市民運動場

１０月７日（日）吉沢小学校

雨天中止　　　吉沢小学校

１０月４日（日）千波公園
１３名

１０月１７日（水）セブンレイクス

・体協親善サッカー大会

・新春郷土かるた大会

・水戸郷土かるた大会中央大会

・東部ﾌﾞﾛｯｸｺﾞﾙﾌ大会

・体協親善ゴルフ大会

・独り暮らし高齢者食事会

・敬老会・記念品贈呈

・東部ﾌﾞﾛｯｸ親善球技大会

１２月９日（日）吉沢小学校

１月２０日（日）吉沢市民センター

２月１６日（土）茨城県武道館

３月１７日（日）～１８日（月）
群馬県方面

１１月９日（金）吉沢小学校
４チーム参加

１１月１１日（日）吉沢地区

１１月３日（日）青柳公園市民体育館

１１月７日（水）セブンレイクス
５８名参加

１１月１６日（金）ﾌｪﾘｳﾞｪｰﾙｻﾝｼｬｲﾝ
４３名



回数 人　数 回数 人　数 回数 人　数 回数 人　数 回数 人　数 回数 人　数

4 8 108 4 98 2 32 2 17 51 552 67676767 807807807807

5 19 342 1 50 4 93 0 0 56 572 80808080 1,0571,0571,0571,057

6 24 361 3 153 5 103 0 0 52 477 84848484 1,0941,0941,0941,094

7 29 525 1 18 5 102 0 0 61 776 96969696 1,4211,4211,4211,421

8 5 88 1 95 3 98 0 0 40 522 49494949 803803803803

9 28 403 1 20 4 89 0 0 54 542 87878787 1,0541,0541,0541,054

10 29 426 0 0 4 91 1 11 54 541 88888888 1,0691,0691,0691,069

11 27 401 1 26 2 53 0 0 61 600 91919191 1,0801,0801,0801,080

12 25 364 3 47 5 103 0 0 43 502 76767676 1,0161,0161,0161,016

1 23 324 5 230 4 71 0 0 41 367 73737373 992992992992

2 0000 0000

3 0000 0000

計計計計 217217217217 3,3423,3423,3423,342 20202020 737737737737 38383838 835835835835 3333 28282828 513513513513 5,4515,4515,4515,451 791791791791 10,39310,39310,39310,393

(2)平成30年度市民センター利用状況について

月

市民センター 社　教　団　体 市　 県 一　　　般 計



月 定　期　講　座 自治連合会事業
開設準備・開講

幼児ふれあい･やさしい歌

パンつくりＡ･パンつくりＢ

卓球･卓友会･着付･絵手紙

絵画･ヨーガⅠ･ヨーガⅡ・楽しい童謡

書道･俳句･茶道･籐工芸

囲碁・ｱﾛﾊﾌﾗﾀﾞﾝｽ

ターゲットバードゴルフ

5

第１回市民ｾﾝﾀｰ運営審議会 よしざわ祭り三役会議

女性教養セミナー・移動学習 １回 よしざわ祭り役員会

寿大学教養セミナー １回

寿大学教養セミナー １回 よしざわ祭り実行委員会

ﾜｲﾜｲ学園「子ども書道教室」 １回 お父さんソフトボール大会

ママさんバレーボール大会

よしざわ祭り専門部会

第３０回よしざわ祭り

寿大学教養ｾﾐﾅｰ・移動学習 ２回 学区対抗お父さんｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

(成人セミナー移動学習) 市民運動会実行委員会

市民運動会責任者会議

市民運動会

市民歩く会

学区対抗ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

ごみ減量推進事業

12 家庭教育支援事業 １回

女性教養セミナー １回

家庭教育支援事業 １回

悠悠ｻﾛﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ代表者会議

悠悠ｻﾛﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

「発表会・作品展・三世代のひろ
ば・模擬店・即売会」

第２回市民ｾﾝﾀｰ運営審議会

3 家庭教育支援事業 １回 先進都市視察研修旅行

11

8 ﾜｲﾜｲ学園「子ども絵画教室」

9

10 家庭教育強化事業ぴよぴよ学級

2

（３）平成３１年度事業計画(案)について

主　催　事　業

1 新春郷土かるた大会

4

6

7

２回

２回



～～定期講座の詳細は，裏面をご覧下さい～～

　　2019年度　吉沢市民センター・悠悠サロン　

「悠悠サロン」は，生涯学習を悠々自適に満喫していくための，吉沢市民センター生
涯学習の愛称です。　　地域の皆様が楽しく学び、生涯学習を通して、教育を高め、
心のふれあいを深めるところです。

受付期間　　2019年４月8日(月)～４月１５日（月)2019年４月8日(月)～４月１５日（月)2019年４月8日(月)～４月１５日（月)2019年４月8日(月)～４月１５日（月)
　受付時間　　【平日】 8:30～17:00

　申込方法　　　吉沢市民吉沢市民吉沢市民吉沢市民センターセンターセンターセンター窓口窓口窓口窓口にてにてにてにて，，，，申申申申しししし込込込込みみみみ用紙用紙用紙用紙にごにごにごにご記入下記入下記入下記入下さいさいさいさい。。。。

　　※　電話での申し込みは，受付けません。講座についてのご質問などは，ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

　※年会費は，各講座の開講日に会計の方へ納入して下さい。原則として納入された会費は返還致しません。

　※定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合は，開講しない場合もあります。

　※各種教養講座(高齢者向け・女性セミナー・ワイワイ学園・ぴよぴよ学級など)

　　　につきましては、その都度お知らせいたします。

　　【　　　【　　　【　　　【　子育子育子育子育てててて広場広場広場広場　】　】　】　】  【  【  【  【 いきいきいきいきいきいきいきいき健康健康健康健康クラブ クラブ クラブ クラブ 】】】】
　　　　開催日開催日開催日開催日　　　　毎月第毎月第毎月第毎月第２・４２・４２・４２・４金曜日金曜日金曜日金曜日  　　 日時 ： 毎月第１・３水曜日　午後１：３０～３：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時（（（（入退場自由入退場自由入退場自由入退場自由）））） 　　　  　対象 ： ６５歳以上の方 　 参加者随時募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉沢市民吉沢市民吉沢市民吉沢市民センターセンターセンターセンター　　　　集会室集会室集会室集会室 　　      主催 ： 水戸市保健センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予約不要予約不要予約不要予約不要・・・・当日会場受付当日会場受付当日会場受付当日会場受付 　　　　　　　　　水戸市保健推進員吉沢支部

 持 持 持 持ちちちち物物物物　　　　　　　　水筒水筒水筒水筒・・・・動動動動きやすいきやすいきやすいきやすい服装服装服装服装         　初 回　　４月１７日（水）        　初 回　　４月１７日（水）        　初 回　　４月１７日（水）        　初 回　　４月１７日（水）

　　　　主催 ： 水戸市保健センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水戸市シルバーリハビリ体操指導士の会

　　初 回　　４月１０日（水）　　初 回　　４月１０日（水）　　初 回　　４月１０日（水）　　初 回　　４月１０日（水）

 主 主 主 主　　　　　　　　催催催催　　　　　　　　吉沢女性会吉沢女性会吉沢女性会吉沢女性会

　　　初 回　　４ 月 １２ 日　（金）　　　初 回　　４ 月 １２ 日　（金）　　　初 回　　４ 月 １２ 日　（金）　　　初 回　　４ 月 １２ 日　（金） 　　　【 　　　【 　　　【 　　　【 シルバーリハビリシルバーリハビリシルバーリハビリシルバーリハビリ体操 体操 体操 体操 】】】】

    　　日時 ： 毎月第２・４水曜日　午後１：３０～２：３０

　　　　対象 ： ６５歳以上の方　　参加者随時募集



教室名 時      間 年会費 定員
募集
人数 内　　　容 講   師 開講日

パンつくり
Ａ

第1 木 9:30～13:00 10,000 20 10101010
家庭でおいしいパンを作れるよう
になりましょう。(材料費込み） 鈴木 三智 5/95/95/95/9

幼児
ふれあい

第1･3 金 10:00～12:00 10,000 15組 15151515
親子で音楽リズムや工作を楽しむ
1歳半～未就学児
（教材・おやつ代別途）

加藤 一枝 5/175/175/175/17

パンつくり
Ｂ

第4 金 9:30～13:00 10,000 20 15151515
家庭でおいしいパンを作れるよう
になりましょう。（材料費込み） 鈴木 三智 5/245/245/245/24

楽しい童謡
B

第2 火 13:30～15:30 5,000 30 30303030
優しく発声を学びながらなじみの
曲を皆で楽しく歌います

飛田 淳子
増渕 亜依

5/145/145/145/14

クラブ名 時      間 年会費 定員
募集
人数 内　　　容 講   師 開講日

卓　　球 第1･3 月 13:30～16:30 1,000 30 2222 健康増進に - 5/205/205/205/20

卓 友 会 第2･4 月  9:00～12:00 1,000 30 2222 健康増進に - 5/135/135/135/13

着　　付 第1･3 月 10:00～12:00 7,000 20 9999
普段着からの実技指導や日常生活
のマナー 小室 陽子 5/205/205/205/20

絵 手 紙 第1･3 火 10:00～12:00 7,000 30 14141414 心のこもった絵手紙を初歩から 鯨 和子 5/215/215/215/21

絵　　画 第1･3 火 13:30～15:30 8,000 20 10101010
写生の基本から本画まで
（油絵・水彩画） 大津 昭 5/215/215/215/21

ヨーガⅠ 第1･３ 水 10:00～12:00 6,000 30 3333 心身を和やかに健康作り 江橋　京子 5/155/155/155/15

ヨーガⅡ 第2･4 水 10:00～12:00 6,000 30 5555 心身を和やかに健康作り 片岡　友加 5/225/225/225/22

ﾀｰｹﾞｯﾄ
ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ

毎週 水 9:00～11:30 5,000 30 10101010
誰でも楽しめる軽スポーツ
初心者歓迎 - 5/155/155/155/15

書　　道 第1･3 木 10:00～12:00 7,000 20 10101010 毛筆の基礎から 鬼沢 頌雲 5/165/165/165/16

俳　　句 第4 木 13:30～15:30 6,000 20 15151515
俳句の初歩から学び実作
鑑賞する 矢須 恵由 5/235/235/235/23

茶　　道 第1･3 金 10:00～12:00 15,000 20 10101010
気軽にお茶を楽しむ
初心者歓迎（裏千家） 伊藤 宗恵 5/175/175/175/17

籐 工 芸 第1･3 金 10:00～12:00 10,000 20 15151515 籐で日用品等を楽しみながら作る 茅根 啓子 5/175/175/175/17

囲　　碁 第2 土 10:00～16:00 3,000 25 8888
愛好者同士の手合わせで
親睦を深める - 5/115/115/115/11

アロハ
フラダンス

第2･4 土 10:00～12:00 6,000 30 4444
初心者大歓迎！ゆったりと癒しの
ﾌﾗダンスを楽しみましょう

茨城ﾌﾗﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ

ウィラニ・ケイ 5/255/255/255/25

楽しい童謡
A

第2･4 木 10:00～12:00 8,000 30 ----
優しく発声を学びながらなじみの
曲を皆で楽しく歌います

飛田 淳子
増渕 亜依

5/95/95/95/9

「楽しい童謡 A」については，現在募集なしですが，受付時までに欠員が出た場合窓口でお知らせいたします。

お問合わせ先　　吉沢市民センター　　☎　２４７－１９８９

～～～～～～～～定期講座一覧表定期講座一覧表定期講座一覧表定期講座一覧表～～～～～～～～

《　教　室　》　　　　　　      2019年5月～2020年3月　　(8月休講)

開 催 日

 ＊ 新 規 ＊　

《ク　ラ　ブ》   自主運営     　2019年5月～2020年3月　　(8月休講)

開 催 日


