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郡上市生涯学習情報誌

令和 3年度

市民アイデア講座や郡上学講座、サークル情報など

主催：郡上市中央公民館

　　　（郡上市教育委員会社会教育課）

　　　郡上市八幡町島谷 207-1　

　　　郡上市総合文化センター内

　　　TEL. 0575-67-1128

　　　FAX. 0575-65-2584

郡上市ホームページhttps://www.city.gujo.gifu.jp/

受講生募集開始！
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[ 社会教育課 ]

[ 社会教育課 ]

[ 社会教育課 ]

「安久田の化石・郡上の地質の魅力を探る」「安久田の化石・郡上の地質の魅力を探る」

東氏ゆかりの史跡をめぐるウォーキング

日　時：５月 23 日（日）９：00 ～ 12：00　　　

会　場：古今伝授の里フィールドミュージアム及び大和町牧地内

参加費：無 料 （ノルディックウォーキングの体験　ポール貸出料 300 円）

定　員：100 名（定員になり次第締め切り）

　大正８年 （1919）７月 16 日八幡町北町は、まちの半分を焼失する大火に見舞

われました。行政資料からわかる災害復旧事業について紹介します。

　八幡町安久田在住の長棟忠さんから、自身が所有する山林で発掘・収集された、貴重かつ多数

の化石標本を市に寄附いただきました。長棟氏から寄贈された古生代を中心とした化石などを紹

介する展示の説明とともに、郡上における地質の魅力について、一緒に学びましょう。

　大和町牧地内には国名勝東氏館庭園など中世の領主・東氏ゆかりの史跡が点在します。

東氏が当地を加領されて 800 年という節目にちなみ、東氏ゆかりの史跡をめぐるウォー

キングを開催します。ウォーキングを楽しみながら、史跡に触れ、800 年前に思いを馳

せてみませんか。また、ノルディックウォーキングの体験もできます。

日　時：７月 17 日（土）10：00 ～ 11：30　

会　場：郡上八幡まちなみ交流館

講　師：郡上市歴史資料館職員　　

参加費：200 円（資料代）   

定　員：20 名

講座番号

A1

講座番号

A２

講座番号

A３

日　時　 ５月 22 日（土）13：00 ～ 14：00 頃　　　

会　場　 郡上市歴史資料館

講　師　社会教育課　学芸員　　

参加費　 200 円（資料代）   

定　員　 10 名

大正８年北町の大火からの復興
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講座
番号

講座名・講師名 内　　　容 開催日時
定員 費用

（内訳）

会場

（集合場所）回数

A4

円空彫り教室 

 

　講師 : 田中　正　先生

円空仏にはいろいろな種類があ

ります。

美並ふるさと館で実物を見て、

好きな仏像を選んで彫ってみま

しょう。

講師が丁寧に個別指導をします

ので、はじめての方も経験者も、

自分のペースで彫ることができ

ますよ。

5 月 15 日（土） 

6 月 19 日（土） 

7 月 17 日（土） 

8 月 21 日（土） 

9 月 18 日（土） 

 

13:00 ～ 15:00

10

1 回

500 円 

（材料費）

（都度払  

 い）  　　

美並

ふるさと館

5

A5

子育て支援ボランティア講座

　講師：①社会教育課

　　　　②看護師

　　　　③理学療法士

　　　　④障がい児者に関わる方

市内の子育て支援活動について

知りたいと思っている方、活動

に参加してみたいと思っている

方を対象に、支援活動について

楽しく学ぶ講座です。

託児先着５名

① 5 月 21 日㈮
② 6 月 16 日㈬
③ 7 月  6 日㈫
④ 8 月 31 日㈫

①④ 10:00 ～
           12:00
②③ 9：30 ～
　　　　12:30

無

し

無料
郡上市総合

文化センター

4

A6

［健康課］ 

令和３年度　栄養教室 
 

　講師 : 栄養士他

あなたや家族の食生活はいかが

ですか ? 家庭での健康づくりに

役立つ「栄養教室」を開催しま

す。食や健康に関心のある方、

一緒に考えてみませんか ?

5 月～ 10 月 

  9:30 ～ 13:30

10

1,800 円 

（テキスト  

 代）

大和保健福祉

センター 

やまつつじ

8

A7

［高鷲地域公民館］

ノルディック

ウォーキングで巡る

ひるがの高原の湿原植物
　

　講師 ： 清水　肇　先生

　　　　 武藤和代　先生

手つかずの自然が数多く残され

ている初夏のひるがの高原を、

ノルディックウォーキングをし

ながら湿原植物の観察スポット

をご案内します。

6 月 12 日（土）

  9:00 ～ 12:00

25

500 円 

（ポール

レンタル

代）

（高鷲町）

ひるがの地内

1

４月募集講座
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No.
八   幡

No.
八   幡

No.
八   幡

・皆さんからの受講料が講座の運営費となります。そのため、お申込み後のキャンセルは原則受け付

けません。万一受講しないことになっても、受講料をいただくことがあります。

・受講料は講座の初回に一括前納していただきます。受講者の都合による返金は行いません。

・やむを得ず欠席をする場合は、必ず講座主催者に連絡をしてください。

・講座運営にあたって、主催者から協力を求められることがあります。

市民アイデア講座申込みにあたっての注意事項

　　託児マーク のある講座

では、託児を設けています。

託児料は、お子さん１人に

つき１回  300 円です（５回講座であれば

1 人 1,500 円となります）。講座初回に主催

者に一括してお支払いいただきます。子育て

サポーターさんを依頼する関係

上、お子さんをお預けにならな

い回があっても、託児料の返金

はできませんので、予めご了承

ください。

託児

託 児 に つ い て

　「市民アイデア講座」は、市民の皆さんが長年にわたって学んでこられた

知識・経験・ノウハウを活かした講座を企画したり、自分たちで学びたいと思う講座

を企画したり、受講生のみなさんと一緒になって運営していただく講座です。

前期前期前期

市民ア
イデア

講座

市民ア
イデア

講座

B2 B3

B1

筆ペンで文字アート
　描いてみませんか？

筆ペンを使って文字アート。字の
上手、下手は関係なく、楽しく脳
活しませんか？文字を描く事で達
成感と笑顔が味わえます。

◆会場：郡上市総合文化センター

◆費用：1,400 円

          （受講料、テキスト代、材料、筆ペンレンタル料）

◆開催日：5 月 22 日㈯・6 月 26 日㈯

◆時間：13:30 ～ 14:30

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

講師：桂川 澄枝

ストレッチ＆筋膜リリース

ながらストレッチ、自己流スト
レ ッ チ を や め て み ま せ ん か？
フォームローラーを使い、ゆっく
りと筋肉をほぐし正しくストレッ
チを行うことで全身のコリにアプ
ローチ。肩こり、腰痛改善に役立
ちます◎

◆会場：郡上八幡青少年センター

◆費用：3,000 円（受講料、フォームローラーレンタル代）

　　　 ヨガマット使用代 100 円（都度払い）

◆開催日：5 月 29 日㈯・6 月 5 日㈯・6 月 12 日㈯

　　　　　6 月 19 日㈯・6 月 26 日㈯

◆時間：10:00 ～ 11:00 　◆定員：12

◆回数：5　◆対象：一般

講師：坪井　愛

とにかく“お尻！”
　美尻プログラム

メリハリボディの第一歩！お尻を
鍛えて脚痩せ効果も◎難しい動き
はありません。ストレッチとト
レーニングを盛り込んだ美尻プロ
グラムです。美尻目指して楽しく
Let's エクササイズ！

◆会場：郡上八幡青少年センター

◆費用：3,000 円（受講料、フォームローラーレンタル代）

　　　  ヨガマット使用代 100 円（都度払い）

◆開催日：5 月 29 日㈯・6 月 5 日㈯・6 月 12 日㈯

　　　　　6 月 19 日㈯・6 月 26 日㈯

◆時間：14:00 ～ 15:00　◆定員：12

◆回数：5　◆対象：一般

講師：坪井　愛
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5

B8

B6

B4

B9

B7

B5

「伝えたい和！」和食パワー

麹菌が生きている味噌汁は万能食！
味噌や色々な発酵食品で免疫上げ病
気にかからない体作りをしましょ
う。また出汁にこだわった簡単に出
来る発酵おうちご飯も紹介します。

◆会場：八幡公民館

◆費用：3,000 円

　　　　（受講料、食材、資料代等）　

◆開催日：6 月 5 日㈯・7 月 3 日㈯

◆時間：10:00 ～ 13:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

講師：河合 由美子

万華鏡を作ろう

美しい万華鏡を作ります。万華鏡
のしくみを知ることができるので
夏休みの自由研究にいかがです
か？お子さんから大人まで不思議
な万華鏡をのぞいてみませんか？

◆会場：八幡公民館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：6 月 13 日㈰・6 月 20 日㈰

◆時間：10:30 ～ 12:00

◆定員：12　◆回数：2

◆対象：一般

講師：いしこゆか

託児

おやこ英語クラス６月期

親子で元気に身体をいっぱい
使って英語を楽しみません
か？季節のテーマに合わせた
歌やアクティビティで子ども
の五感に触れながら英語で遊
びます。

◆会場：郡上八幡青少年センター

◆費用：3,500 円（受講料、教材費）

◆開催日：5 月 25 日㈫・6 月 8 日㈫・6 月 22 日㈫

　　　　　7 月 6 日㈫・7 月 20 日㈫

◆時間：10:00 ～ 10:45

◆定員：10　◆回数：5

◆対象：1 歳～ 3 歳

講師：塩谷 英理奈

筆ペンで文字アート描いて
みませんか？

筆ペンを使って文字アート。字の
上手、下手は関係なく、楽しく脳
活しませんか？文字を描く事で達
成感と笑顔が味わえます。

◆会場：郡上八幡青少年センター

◆費用：1,400 円（受講料、テキス

            ト代、材料、筆ペンレンタル料）

◆開催日：6 月 6 日㈰・7 月 4 日㈰

◆時間：13:00 ～ 14:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

講師：桑原 知江
　　　山下 恵子

ロボットプログラミング
入門講座

プログラミングでどのようにロボッ
トを動かすかを学びます。入門用の
ソフトウェアでブロックを並べるよ
うにプログラミングが行えますので
初心者でも大丈夫です。４年生以下
でも参加可能ですが、同程度の理科
の知識が必要です。ロボットは持ち
帰れます。（購入してもらいます。）

◆会場：郡上八幡青少年センター

◆費用：15,000 円（受講料、ロボット部品代、テキスト代）

◆開催日：5 月 22 日㈯・5 月 29 日㈯・6 月 12 日㈯

　　　　　6 月 26 日㈯・7 月 10 日㈯

◆時間：13:00 ～ 16:00　◆定員：10　◆回数：5

◆対象：ロボットやプログラミングに興味のある小学 4 年

　　　　生から中学生

講師：宮崎　倫明

おやこ英語クラス８月期

親子で元気に身体をいっぱい
使って英語を楽しみません
か？季節のテーマに合わせた
歌やアクティビティで子ども
の五感に触れながら英語で遊
びます。

◆会場：郡上八幡青少年センター

◆費用：3,500 円（受講料、教材費）

◆開催日：8 月 3 日㈫・8 月 17 日㈫・8 月 31 日㈫

　　　　　9 月 14 日㈫・9 月 28 日㈫

◆時間：10:00 ～ 10:45

◆定員：10　◆回数：5 ◆対象：1 歳～ 3 歳

講師：塩谷　英理奈
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6

B14

B12　　

B10

B15

B13

B11

ゆかたdeキレイ着付教室

郡上八幡はやっぱりゆかた姿が似合
います。自分でササっと着て踊りや
散策を楽しみませんか？初心者でも
大丈夫。着れる方もよりキレイに美
しく着れるコツを学びましょう。

◆会場：郡上市総合文化センター

◆費用：1,200 円（受講料）

◆開催日：6 月 3 日㈭・6 月 10 日㈭・6 月 17 日㈭

◆時間：19:30 ～ 21:30

◆定員：10　◆回数：3

◆対象：女性

講師：渡辺　留美

ゆかたdeキレイ
　着付教室（上級編）

郡上八幡はやっぱりゆかた姿が似合
います。今までよりもカッコよくキ
レイに美しく着てみませんか？帯結
びのアレンジを中心にした講座で
す。

◆会場：郡上市総合文化センター

◆費用：1,200 円（受講料）

◆開催日：6 月 24 日㈭・7 月 1 日㈭・7 月 8 日㈭

◆時間：19:30 ～ 21:30

◆定員：10　◆回数：3

◆対象：女性

講師：渡辺　留美

気功と
バランス体操

免疫力アップ。コロナ対策に最適！
女優由美かおるさんの健康法（西野流）
がメインです。自らのオーラを体感し、
体の芯から健康になりましょう。

◆会場：口明方公民館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：6 月 2 日㈬・6 月 16 日㈬

　　　　　7 月 7 日㈬・7 月 21 日㈬

　　　　　8 月 4 日㈬

◆時間：13:30 ～ 15:00

　　　　（初回のみ延長あり）

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：一般 講師：丸山　直彦

ロボットプログラミング
改造講座

ロボットを改造して、競技用ロ
ボットを製作します。本講座は
経験者が対象です。未経験者の
方は、 入門講座にお申し込みく
ださい。

◆会場：郡上八幡青少年センター

◆費用：3,000 円（受講料、ロボット部品代、テキスト代）

◆開催日：7 月 24 日㈯・8 月 7 日㈯・8 月 28 日㈯

◆時間：13:00 ～ 16:00

◆定員：20　◆回数：3

◆対象：入門講座受講済みの生徒

講師：宮崎　倫明

らくらく気功で
　健康（八幡）

◆会場：八幡公民館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：5 月 26 日㈬・6 月 9 日㈬

　　　　　6 月 23 日㈬・7 月 14 日㈬

　　　　　7 月 28 日㈬

◆時間：19:30 ～ 21:00

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：一般（小学校高学年以上）
講師：丸山　直彦

免疫力アップ。コロナ対策に最適！
女優由美かおるさんの健康法（西野
流）がメインです。自らのオーラを
体感し、体の芯から健康になりま
しょう。

ゆかたdeキレイ
　着付教室　お昼間編

郡上八幡はやっぱりゆかた姿が似合
います。自分でササっと着て踊りや
散策を楽しみませんか？初心者でも
大丈夫。着れる方もよりキレイに美
しく着れるコツを学びましょう。

◆会場：郡上市総合文化センター

◆費用：1,200 円（受講料）

◆開催日：6 月 10 日㈭・6 月 24 日㈭・7 月 8 日㈭

◆時間：13:30 ～ 15:30

◆定員：10　◆回数：3

◆対象：女性

講師：渡辺　留美

託児
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B20

B18

B16

B21

B19

B17

楽しむ吹奏楽

1 人で練習するよりも大勢で練習
する方がずっと楽しい。ぼちぼち
音楽を始めます。楽譜を用意する
都合上、事前に楽器名を教えて下
さい。

◆会場：郡上市総合文化センター

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：5 月 26 日㈬・6 月 9 日㈬・6 月 23 日㈬

　　　　　7 月 7 日㈬・7 月 21 日㈬

◆時間：19:30 ～ 21:30

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：中学生～一般

講師：山田　孝子

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：3,400 円（受講料、資料代、食材料費）

◆開催日 / 時間：6 月 4 日㈮　10:00 ～ 12:00

　　　　　　　 6 月 18 日㈮ 10:00 ～ 13:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：20 ～ 40 代の子育て女性、男性も可

子育てママの「いつまでも
美しく、健康でいたい」を
叶える料理教室☆

ずっと健康できれいでいたいの
に、産後子育てで毎日忙しく自分
に費やす時間がない…そんなママ
向けに健康と美の秘訣、その料理
や献立のコツをお話ししながら料
理、食事とともに楽しみません
か？♡（※託児もあります）

講師：武藤 有加

託児

「毎日ご褒美ごはん」で
こころと体の健康と美を叶える
料理教室☆

楽しく美味しく食べていつまでも
健康で美しくいたい方のための大
人の料理教室です。健康や美容の
ための食生活を学びながら、食べ
てこころも癒す「彩り発酵食」で
一緒に食生活を改善しませんか？

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：3,400 円

　　　　（受講料、資料代、食材料費）

◆開催日 / 時間：7 月 3 日㈯　10:00 ～ 12:00

　　　　　　　 7 月 16 日㈮ 18:00 ～ 20:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：健康や美容を食事から見直したい 30 代以上の方

講師：武藤 有加

託児

吹奏楽の名曲に挑戦

吹奏楽の作曲家アルフレッド・
リード生誕 100 年の今年。リー
ドの名曲を少しだけでも練習し
てみませんか？楽譜を用意する
都合上、事前に楽器名を教えて
下さい。"

◆会場：郡上市総合文化センター

◆費用：800 円（受講料）

◆開催日：5 月 30 日㈰・6 月 6 日㈰

◆時間：13:30 ～ 16:00

◆定員：30　◆回数：2

◆対象：中学生～一般

講師：山田　孝子

託児

（6月・7月）
ゆかたdeキレイ
　着付教室　白鳥　お昼間編

バレエをベースにしたレッスンで
す。リズムや音楽にあわせて身体
を動かすことで、生涯の財産とな
る“からだ”をつくっていきます。
振付を覚えたり、自由にポーズを
とったり、楽しくモダンダンスに
触れましょう！

夏にはゆかた姿が似合います。自分
で着て踊りにいきましょう！こちら
は、ゆっくりコース。より丁寧に楽
しく、初心者でも大丈夫です。キレ
イに着るコツを学びましょう。

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）、800 円（任意で傷害保険料）

◆開催日：5 月 22 日㈯・6 月 12 日㈯・6 月 19 日㈯

　　　　　7 月 3 日㈯・7 月 25 日㈰

◆時間：13:00 ～ 14:00

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：小学生

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：1,200 円（受講料）

◆開催日：6 月 4 日㈮・6 月 18 日㈮・7 月 2 日㈮

◆時間：13:30 ～ 15:30

◆定員：10　◆回数：3

◆対象：女性

講師：佐藤 小夜子講師：渡辺　留美

写真：フォトプラス

楽しく　ダンス　ダンス！ ！

7
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白   鳥
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No.
白   鳥

No.
白   鳥
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白   鳥
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白   鳥
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B26

B24　　

B22

B27

B25

B23

らくらく気功で
　健康（白鳥）

筆ペンで文字アート
　描いてみませんか？

免疫力アップ。コロナ対策に最適！
女優由美かおるさんの健康法（西野
流）がメインです。自らのオーラを
体感し、体の芯から健康になりま
しょう。

筆ペンを使って文字アート。字の
上手、下手は関係なく、楽しく脳
活しませんか？文字を描く事で達
成感と笑顔が味わえます。

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：5 月 24 日㈪・6 月 14 日㈪

　　　　　6 月 28 日㈪・7 月 12 日㈪

　　　　　7 月 26 日㈪

◆時間：13:30 ～ 15:00

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：女性

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：1,400 円

　　　　（受講料、テキスト代、材料、筆ペンレンタル料）

◆開催日：5 月 26 日㈬・6 月 23 日㈬

◆時間：13:00 ～ 14:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

講師：桂川 澄枝

講師：丸山　直彦

やってみよう！
　トーンチャイム♪

（6月・7月）

　　
（8月・9月）

（8月・9月）

トーンチャイムは音叉になっ
ている楽器です。持って腕を
動かすだけ。誰でも美しい音
が出せます。細かい音符を読
んだりしません。よく知って
いる音楽を楽しみましょう。
チャイムのひびきに癒されま
す‼

バレエをベースにしたレッス
ンです。からだづくりととも
に、ダンスへのはじめの一歩
を優しくアプローチしていき
ます。ポーズをとったり振付
を覚えたりしながら、楽しく
モダンダンスに触れましょう！

バレエをベースにしたレッスン
です。からだづくりとともに、
ダンスへのはじめの一歩を優
しくアプローチしていきます。
ポーズをとったり振付を覚え
たりしながら、楽しくモダン
ダンスに触れましょう！

バレエをベースにしたレッスンで
す。リズムや音楽にあわせて身体
を動かすことで、生涯の財産とな
る“からだ”をつくっていきます。
振付を覚えたり、自由にポーズを
とったり、楽しくモダンダンスに触
れましょう！

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：5 月 24 日㈪・6 月 7 日㈪・6 月 21 日㈪

　　　　　7 月 5 日㈪・7 月 12 日㈪

◆時間：13:30 ～ 15:00

◆定員：10　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）、800 円（任意で傷害保険料）

◆開催日：5 月 22 日㈯・6 月 12 日㈯・6 月 19 日㈯

　　　　　7 月 3 日㈯・7 月 25 日㈰

◆時間：14:00 ～ 15:00

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：3 歳～ 6 歳

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）、800 円（任意で傷害保険料）

◆開催日：8 月 1 日㈰・8 月 9 日㈪㈷・8 月 28 日㈯

　　　　　9 月 4 日㈯・9 月 25 日㈯

◆時間：14:00 ～ 15:00

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：3 歳～ 6 歳

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）、800 円（任意で傷害保険料）

◆開催日：8 月 1 日㈰・8 月 9 日㈪㈷・8 月 28 日㈯

　　　　　9 月 4 日㈯・9 月 25 日㈯

◆時間：13:00 ～ 14:00

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：小学生

講師：櫛田 まち子

講師：佐藤 小夜子

写真：フォトプラス
講師：佐藤 小夜子

写真：フォトプラス

講師：佐藤 小夜子

写真：フォトプラス

楽しく　ダンス　ダンス！ ！ Let’s ラララ 笑顔でダンス

Let’s ラララ 笑顔でダンス

託児
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B32

B30

B28

B33

B31

B29

ホームヨーガ
　（月曜日前半）9月

ホームヨーガ
　（月曜日後半）6月

ホームヨーガ
　（火曜日）6月

ホームヨーガ
　（月曜日前半）6月

夏の疲れをとる秋の呼吸法をテー
マとします。初めての秋の講座で
す。ご一緒にヨーガを楽しみま
しょう。

ヨーガと体操は正反対です。ヨー
ガはエネルギーを充電し、体操は
エネルギーを消費します。初心者
向けの講座ですので、安心してご
参加下さい。

ヨーガと体操は正反対です。ヨー
ガはエネルギーを充電し、体操は
エネルギーを消費します。初心者
向けの講座ですので、安心してご
参加下さい。

ヨーガと体操は正反対です。ヨー
ガはエネルギーを充電し、体操は
エネルギーを消費します。初心者
向けの講座ですので、安心してご
参加下さい。

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：8 月 30 日㈪・9 月 6 日㈪・9 月 13 日㈪

　　　　　9 月 20 日㈪・9 月 27 日㈪

◆時間：18:00 ～ 19:25

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：5 月 31 日㈪・6 月 7 日㈪・6 月 14 日㈪

　　　　　6 月 28 日㈪・7 月 5 日㈪

◆時間：19:35 ～ 21:00

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：6 月 1 日㈫・6 月 8 日㈫・6 月 15 日㈫

　　　　　6 月 29 日㈫・7 月 6 日㈫

◆時間：14:00 ～ 15:30

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：5 月 31 日㈪・6 月 7 日㈪・6 月 14 日㈪

　　　　　6 月 28 日㈪・7 月 5 日㈪

◆時間：18:00 ～ 19:25

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：一般

講師：西村 悦子 講師：西村 悦子

講師：西村 悦子 講師：西村 悦子

ホームヨーガ
　（火曜日）9月

ホームヨーガ
　（月曜日後半）9月

夏の疲れをとる秋の呼吸法をテー
マとします。初めての秋の講座で
す。ご一緒にヨーガを楽しみま
しょう。

夏の疲れをとる秋の呼吸法をテー
マとします。初めての秋の講座で
す。ご一緒にヨーガを楽しみま
しょう。

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：8 月 31 日㈫・9 月 7 日㈫・9 月 14 日㈫　　　

　　　　   9 月 21 日㈫・9 月 28 日㈫

◆時間：14:00 ～ 15:30

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：8 月 30 日㈪・9 月 6 日㈪・9 月 13 日㈪

　　　　　9 月 20 日㈪・9 月 27 日㈪

◆時間：19:35 ～ 21:00

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：一般

講師：西村 悦子 講師：西村 悦子
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大　和

B38

B36　　

B34

B39

B37

B35

だれでもできる♪
　かんたん整体講座

のびのびモビバン体操
　（土曜日）

60歳から始める♪
　からだ活性化エクササイズ

のびのびモビバン体操
　（火曜日）

全くの初心者でも出来る整体の講
座です。実技としては、体の不調
の見つけ方、不調の緩和の仕方な
どを、簡単な技術で出来るように
します。座学としては、不調の原
因や、整体とは何なのか等のお話
をします。

どなたでも安全に楽しめるモビバ
ン体操です。体をのびのびスト
レッチ‼肩こり、腰痛予防改善な
どの様々な効果が期待できます。
一緒に楽しく体操しましょう。

人生 100 年時代と言われる現代。
長生きするなら元気に長生きした
いですよね。誰にでも出来る面白
いエクササイズで、身体を活性化
させましょう。整体師のサポート
付きの特殊なエクササイズです。

どなたでも安全に楽しめるモビバ
ン体操です。体をのびのびスト
レッチ‼肩こり、腰痛予防改善な
どの様々な効果が期待できます。
一緒に楽しく体操しましょう。

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：6 月 2 日㈬・6 月 9 日㈬・6 月 16 日㈬

　　　　　6 月 23 日㈬・6 月 30 日㈬

◆時間：13:00 ～ 14：00

◆定員：15　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：1,600 円（受講料）

◆開催日：7 月 3 日㈯・7 月 10 日㈯・7 月 17 日㈯

　　　　　7 月 24 日㈯

◆時間：10:00 ～ 11:00

◆定員：10　◆回数：4

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：6 月 2 日㈬・6 月 9 日㈬・6 月 16 日㈬

　　　　　6 月 23 日㈬・6 月 30 日㈬

◆時間：10:00 ～ 11:00

◆定員：20　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：白鳥ふれあい創造館

◆費用：1,600 円（受講料）

◆開催日：6 月 1 日㈫・6 月 8 日㈫・6 月 15 日㈫

　　　　　6 月 22 日㈫

◆時間：10:00 ～ 11:00

◆定員：10　◆回数：4

◆対象：一般

講師：市村 勝利

講師：元木 三根子 講師：元木 三根子

講師：市村 勝利

筆ペンで文字アート
　描いてみませんか？

体幹つくり

筆ペンを使って文字アート。字の
上手、下手は関係なく、楽しく脳
活しませんか？文字を描く事で達
成感と笑顔が味わえます。

寝てできる体幹つくり（コアチュー
ニング）は、簡単なのに効果は最
大！心身がゆるみ、その場で真っ
すぐ立てる気持ち良さを実感。
ポッコリお腹にも効果的です♪

◆会場：大和生涯学習センター

◆費用：1,400 円

　　　　（受講料、テキスト代、材料、筆ペンレンタル料）

◆開催日：6 月 4 日㈮・7 月 2 日㈮

◆時間：10:00 ～ 11:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

◆会場：古今伝授の里

　　　　フィールドミュージアム　篠脇山荘

◆費用：1,200 円（受講料）

◆開催日：5 月 26 日㈬・6 月 2 日㈬・6 月 9 日㈬

◆時間：13:30 ～ 15:00

◆定員：10　◆回数：3

◆対象：一般女性

講師：小笠原 徳子

講師：桂川 澄枝
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No.
美　並

No.
美　並

No.
美　並

No.
美　並

No.
和　良

No.
明　宝

11

B44

B42

B40

B45

B43

B41

ゆかた講座㏌美並

弾き語りギター

筆ペンで文字アート描いて
みませんか？

ウクレレで歌おう

ゆかたも着物もほぼ同じ手順の王道
の着付けをお伝えします。おでかけ
ゆかたとおうちゆかたを楽しみませ
んか。

ギターの指弾きで、みんなで歌い
ましょう。今回は、「糸」に挑戦
します。最終日は、発表会です。
楽器貸出有り。申込時にお伝えく
ださい。

筆ペンを使って文字アート。字の
上手、下手は関係なく楽しく脳活
しませんか？文字を描くことで達
成感と笑顔が味わえます。

かわいらしいウクレレを使って、
みんなで歌いましょう。今回は、
簡単アレンジで「365 日の紙飛行
機」に挑戦します。最終日は発表
会です☆楽器貸出有り。申込時に
お伝えください。"

◆会場：日本まん真ん中センター

◆費用：1,600 円（受講料）

◆開催日：6 月 17 日㈭・6 月 24 日㈭

　　　　　7 月 8 日㈭・7 月 15 日㈭

◆時間：19:30 ～ 21:30

◆定員：10　◆回数：4

◆対象：中学生以上の女性

◆会場：日本まん真ん中センター

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：6 月 9 日㈬・6 月 23 日㈬・6 月 30 日㈬

　　　　　7 月 14 日㈬・7 月 28 日㈬

◆時間：13:00 ～ 14:30

◆定員：25　◆回数：5

◆対象：一般

◆会場：日本まん真ん中センター

◆費用：1,400 円（受講料、筆ペンレンタル代、材料代）

◆開催日：5 月 28 日㈮・6 月 18 日㈮

◆時間：13:00 ～ 14:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

◆会場：日本まん真ん中センター

◆費用：2,000 円（受講料）

◆開催日：6 月 9 日㈬・6 月 23 日㈬・6 月 30 日㈬

　　　　　7 月 14 日㈬・7 月 28 日㈬

◆時間：10:30 ～ 12:00（7 月 28 日のみ 13：00 ～）

◆定員：25　◆回数：5

◆対象：一般

講師：飯田 規代美

講師：小林 健悟講師：小林 健悟

講師：山下 恵子

筆ペンで文字アート
　描いてみませんか？

筆ペンで文字アート
　描いてみませんか？

筆ペンを使って文字アート。字の
上手、下手は関係なく楽しく脳活
しませんか？文字を描くことで達
成感と笑顔が味わえます。

筆ペンを使って文字アート。字の
上手、下手は関係なく楽しく脳活
しませんか？文字を描くことで達
成感と笑顔が味わえます。

◆会場：和良町民センター

◆費用：1,400 円

　　　　（受講料、筆ペンレンタル代、材料代）

◆開催日：5 月 26 日㈬・6 月 16 日㈬

◆時間：13:00 ～ 14:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

◆会場：明宝コミュニティセンター

◆費用：1,400 円

　　　　（受講料、筆ペンレンタル代、材料代）

◆開催日：5 月 29 日㈯・6 月 19 日㈯

◆時間：13:00 ～ 14:00

◆定員：10　◆回数：2

◆対象：一般

講師：山下 恵子講師：山下 恵子



郡上学講座には、この マークがついています。

郡上学受講記録手帳は、ふるさと郡上の歴史文化や自然、

産業等を題材とした生涯学習講座を受講したことを記録

し、“まなびの足跡” を残すものです。

50単位ためると、ふるさとマスター認定証を贈呈します。

郡上学講座を受講して、ふるさとマスターになろう！

郡上かるた

チャレンジラリーとは？

郡上かるた

チャレンジラリーとは？

■参加対象

　どなたでも（チャレンジは１人１回のみ）
■記 録 帳

　社会教育課（郡上市総合文化センター）、各振興事務所・白鳥ふれあい創造館・日本まん
　真ん中センターで購入いただくか（1 冊 100 円）、市ホームページ「郡上市教育委員会」　
　のサイトにある記録帳様式を印刷してご使用下さい。
　郡上市ホームページ https://www.city.gujo.gifu.jp/
■認　　定

　44 か所すべて訪れた方、規定の点数を集めた方には認定証と記念品をお贈りします。

　郡上かるたの絵札にゆかりのある場所に出かけ、その場所の写真や訪問

したことを証明するものを「記録帳」に貼り付けていきます。

各チェックポイントには撮影等の難易度によって点数が決められています。

「市民アイデア講座のひろば」 を開催します！「市民アイデア講座のひろば」 を開催します！
　本誌のなかで掲載中の「市民アイデア講座」について、講座のようすがわかる写真や小物、講座作品な

どを展示します。

　講座選びの参考に、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

　魅力的な講座に出会ったら、会場でそのまま受講申込みをして

いただくこともできます。

会 場　　郡上市総合文化センター　１階　展示室

日 時　　４月１６日 （金） ～４月２３日 （金）

　　　　　 午前９ ： ００～午後９ ： ００　　　　　

注意）４月19日（月）は、会場が休館日になります。

郡上学受講記録手帳郡上学受講記録手帳

講 座 選 び の 参 考 に …

12



13

��������������������

������������������������������

�������

�������������������������������

��������������������

�����������������������������

���

�������������������

����������������������������

���������������
��������������������

������������������������������

������������������������������
�����������������

����������������������������

���
���������������

������������������������������

����������������������������

����������������

�������������

�������������������������������

���������������������
���������������

����������������������������

�������������
���������������

����������������������������

���������������
���������

��������������������������������������

�����������������������������

�����������������
����������������

�������������������������
������������

�����
�����

�����������������������������

���������������������������
�����������������

����������������������������

����������������������������

����������������

������������
����

�����

����������������������������

���������������

������������

�������
�����

����

������������
������������������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������
������������������������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������

������



14

��������������������

����������������������������

����������������������������

����

���������������

����������������������������

������������

��������
������������

��������������

�����

����������������������������

����������������������������

����

��������
�����������

�������

����������������������������������

����������������������������

������������������������
���������

�������

��������

���������

���������������������������������������������

����������������������������

�����������������������
�������������

����������������������������

������������
��������������

���������������������������������

����������������������������

����������
�����������������

�������������������������������

����������������������������

������������
�����������
���������������

�����

�������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

�����
�������������������

������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������
������������
���

�������

����������������������������

������

��������

���������
�������

����������������������������

�������

��������

����������
�������

��������������������������
��������

�������
�������

����������������������������

����������������������������

�������

�������
�������

�����������

������������������������������

������������������������������

��������
����������

�������

�����������

出前講座



15

��������������������

����������������������������

�������������

������������
���������

������������

�������

�����������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

������������
�������

�����������

���������������������������������������������

����������������������������

�����
��������������

�������������������������������������������

����������������������������

���
��������������������

����������������������������
����������

�����
�������

����������������������������

������������������������������

����������������������������

���������

������������������

����������������������������

���������������������������

���������

�������������
�������

����������������������������

����������������������������

�������

�������������
�������������
���

���������

��������������������������

�������������������������

����������

�������
���������

����������������������������

����������������������������

������

��������������

�������������
�������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������

���������������������������

��������������
���

�����

�����������������������������
����������

����������
�����

������������������������������

������������������
���������������

�����������������������������

����������
����������

������������������������������������������

����������������������������

�������������������
��������������������

����������������������������

�����
��������������

出前講座



16

2021 年度 2021 年度 

郡上市 市民サークル・団体情報郡上市 市民サークル・団体情報

◆ 教  養

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

郡上市囲碁連盟
囲碁は奥が深く上達への意欲が湧き、とてもやりがい
がもてます。また、脳の老化防止に最適です。毎週楽
しく活動しています。新会員の加入を大歓迎します。

鷲見　典恭
０９０–１７２７–３２６３

南部消防センター
青少年センター
大和生涯学習
センター

文芸八幡社

（有終社・三栄吟社）

狂俳は世界一短い文芸であり、狂俳課題を五七・七五
の十二文字で軽妙、滑稽に表現します。岐阜県下各地
区に吟社があり、文芸八幡社は有終社（八幡）、三栄吟
社（相生）で構成しています。活動は月例句会等行っ
ています。

神座　峰治
６３－２１７０

郡上地区、県下

八幡大空俳句会

「誰彼となく知らせたき初燕」初燕を目にした作者の喜
びが率直に伝わってきます。句会では自作の句を、西
澤信生先生に選んでもらったり直してもらったりして
良い句ができるのを楽しみに皆で仲良くやっています。

本多　八重子
６5－45２３

郡上市総合文化
センター

八幡ホトトギス会

「私も俳句をやりたい」と思ったことはありませんか？
才能のあるなしは関係ありません。一緒に俳句を楽し
みましょう。月１回の例会の他、俳句会、吟行（俳句
旅行）も頻繁にあり、喜び、楽しみ、励みの多い会です。

小林与志夫
６３－２２０5

郡上市総合文化
センター

心の花郡上歌会

フィールドミュージアム名誉館長佐佐木幸網先生の主
宰される「心の花」所属です。日常の中で浮かんだ短
歌を持ち寄りわいわい楽しく歌会をします。老若男女
会員大募集です。

亀﨑恭子
８８－３９７７

大和生涯学習
センター

コスモス短歌会

郡上美並勉強会

コスモス短歌会は全国的な短歌の会です。例会は月一
回で出詠した歌を会員同士で批評し合います。お喋り
をしながらの勉強会は笑いが絶えません。終了後の昼
食も楽しみです。新人大歓迎。ご一緒に勉強しませんか。

河合　利子
７９－２4１６

苅安コミュニティー
センター（美並町）

古文書読ままい会

郡上大和の先人が書き残してくれた日記。先人達が生
きた姿を、その文章から読み解いていきます。講師に
NHK 学園生涯学習通信講座「古文書を読む」の添削講
師である佐藤光一先生を迎えて学んでいます。

細江　幸久
８８－4１5７

大和生涯学習
センター

郡上円空会

私たちは、郡上にゆかりのある円空さんをもっとよく
知りたいと集まった団体で、市内外への現地見学会や
座学といった研修会を行っています。円空仏のもつ魅
力を一緒に感じてみませんか？

日本まん真ん中
センター

７９－３７００
郡上市内外
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サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

活け花教室

四季折々の花を楽しく活けています。玄関や床の間に
花があると明るくなり、幸せな気持ちになります。経
験のない方も大歓迎です。花のあるゆとりのある生活。
楽しんでみませんか！

木村千栄子
金子　芳枝

８８－２６０６
８８－３０６３

大和生涯学習
センター

美並狂俳クラブ

五・七又は七・五の 12 音 (12 文字）で作句する短詩
です。活動内容は「題を受ける→投句する→選者が選
句→選句結果を冊子に纏め投句者に配付」滑稽な句も
有り、程良い頭の体操になります。ご入会をお待ちし
ています。

小栗　均
７９－２5９１

美並町内

東華会

日々の暮らしの中で、お花と触れ合う事の心地よさ、
自分の生けた花を飾り愛でる楽しさ。そんな Happy を
気軽に感じて頂きたいのがこの教室です。どなたでも、
いつからでも一緒に生けてみませんか。

小板　喜美枝
６5－３８８２

八幡公民館

◆ 美  術

市民団体・サークル紹介

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

白鳥町油絵

サークル

絵を描いたり鑑賞したりすることの好きな者十数名の
団体です。作品制作だけでなく、仲間と一緒に食事を
したりおしゃべりをしたりすることも大切な活動とと
らえています。時には作品展やスケッチ旅行なども行
います。

大澤　英治
８２－5７７２

白鳥ふれあい創造館

フォトハチマン

フォトハチマンは写真同好会として昭和 51 年に創立さ
れ 45 年目を迎えました。現在、会員９名が技術の向上
と親睦を合言葉に写真の製作を楽しんでいます。写真
に興味のある方はお気軽にお問い合せ下さい。

熊崎　保雄
０９０-９９７８-９２4１

郡上市総合文化
センター

カメラクラブ

どんぐり

フォトライフ四季を求めて写真を楽しんでおります。
年間撮影会を計画し郡上市展参加等を行っております。
また、クラブでの定例会の中で写真技術を学んでおり
ます。カメラに興味のある方一緒に勉強しませんか。

日置　英司
０９０-１０９９-８０７８

郡上市内外

パッチワーク

サークル

会員数 10 名で、ふれあい創造館で月２回の活動です。
各自好みの色や布を使い縫い合わせ形を作ります。作
品は世界に一つしかない自分だけの物です。根気のい
る作業ですが楽しいです。一緒に作品をつくりません
か。

瀬上　美知江
090-7602-5282

白鳥ふれあい創造館

大和木彫クラブ

あこがれの能面や獅子頭、仏像、動物（ペット）等を
楽しく語り合いながら、気長に彫刻しています。完成
の感動は最高です。未経験でも即製作にかかれます。
丁寧な指導でゆっくりマイペースで。是非参加をお待
ちしております。

兼子　潤
６２－３5３０

大和生涯学習
センター

スワンフォトクラブ

日々刻々と変化のある郡上の春夏秋冬を皆様ご一緒に
心ワクワクしませんか！昨年に引き続き限定的になり
ますが、気持ちだけは自由に羽ばたいております。会
員募集をいつでもしていますので、お気軽に声をかけ
て頂きたいです。

尾藤　榮子
０９０-８９5９-１９８4

郡上市内外
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市民団体・サークル紹介

◆ 音  楽

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

LAP
キャノンコンテスト等に応募などを目標としたサーク
ルです。

尾藤　昭治
８２－4１７８

非特定

楽陶工房

手びねり体験　手ろくろ　電動ろくろ　初めての方も
安心して学べる教室です。何かに没頭したい、新しく
なにかを始めたい　心を癒されたい　心を優しくして
くれる陶芸教室です。一日体験や見学も OK です。指
導の先生は３名です。

畑中　愼吾
080-1618-3011

大和町島地内
六陶工房

楽笑会

楽笑会では己書をやっています。己書は形や書き順に
とらわれることなく自由に思いのまま文字や絵を誰で
も簡単に描くことができます。己書を通してたくさん
の人と出逢い、描くことを楽しんで笑顔になる。それ
が己書です。

山下　恵子
090-4794-5302

市内各所（八幡、
大和、白鳥、美並）

色えんぴつ画

サークル

今年なにかをやろうと思ってみえる方、色えんぴつ画
を一緒にやりませんか。画用紙と色鉛筆を用意して頂
ければ、楽しい時間になると思います。

田口　正美
090-6801-0013
８２- ３０８３

白鳥ふれあい創造館

一墨会

墨の香の中で筆を持つ心静かな時間は、自分と向き合
う穏やかな時。一墨会では、仮名・漢字・調和体など様々
な書を自分のペースで学び、活き活きと豊かに活動し
ています。一から学びたい方もベテランも大歓迎です。

加藤　玉華
７７- ２5８5

市内各所
（和良、八幡市島、
八幡小野、大和）

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

混声「郡上」

平成３年に結成され、郡上市内を中心に活動する合唱
団です。毎週木曜日に歌を歌うことが大好きなメンバー
が集まり練習を行っています。どなたでも大歓迎です。
一緒に歌いませんか？

末松　義人
０９０-1472-4７２６

八幡公民館　他

郡上八幡少年少女

合唱団

小学生を中心に中学生も加わった合唱団です。コロナ
感染予防対策をおこない、歌やハンドベル演奏を楽し
んでいます。団員は八幡町に限りません。随時入団可
能です。歌の好きなみなさん、一緒に楽しみましょう。

石田　由美
６5－２１８９

八幡公民館・小野
公民館

八幡シニアクラブ

女性部コーラス

教室

先生の熱心なご指導で、なつかしい歌、かっこいい歌
などすてきなハーモニーを楽しんでいます。コーラス
は心も体もリフレッシュ元気で若々しくいられると思
います。皆様是非一緒に楽しく歌いましょう。入会を
お待ちしています。

二村　幸子
６5－３555

郡上八幡青少年
センター

しろとり少年少女

合唱団

小学生で構成された合唱団で、毎週土曜日９時から 11
時まで白鳥ふれあい創造館で練習をしています。合宿
や地域イベント、県合唱祭やクリスマスコンサート、
定期演奏会など、歌うことを楽しみながら活動してい
ます。

青木　貞廣
８２－３5３８

白鳥ふれあい創造館
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市民団体・サークル紹介

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

大中こだま

コーラス

いろいろなジャンルの歌を楽しく歌う混声合唱団です。
合唱の経験は問いません。発表の機会は年に4～5回
あります。楽しく歌って心も体も健康になりましょう。

片桐　朱実
８２－5６１６

大中農村センター
（白鳥町大島）

コールみなみ

歌う事の楽しさを第一にして唱歌から歌謡曲・ドラマ
の主題歌など、年に数曲を文化協会発表会・中濃合唱
祭を目標に練習しています。発声練習や歌う事で爽快
な気分になります。歌の好きな方是非一緒に歌いませ
んか。

川島　邦
７９－２３６３

日本まん真ん中
センター

郡上市民吹奏楽団

幅広い世代の音楽好きが集まって活動しています。地
域に根ざした活動を続け皆様から親しまれる楽団であ
るよう、市内の各種イベント、年に一度の定期演奏会
を開催しています。楽器未経験者でも大歓迎です !!

正儀原　美恵子
０９０-4２１３-３4８１

郡上市内

どるちぇ

子供達を対象に演奏を行っています。クラリネットが
中心の演奏なので柔らか音で楽しんでいただけると思
います。演奏は土・日曜日なら郡上市内どこでも行く
つもりです。連絡下さい。

森藤　登美朗
０９０-９１２4－5０２３

大和生涯学習
センター
郡上市総合文化
センター

ラルゴ・イソーラ

クラシック畑のクラリネット、ピアノ、コントラバス
の 3 人がトリオを組み、クラシック、ポピュラー、ジャ
ズ、歌曲、唱歌、歌謡曲などあらゆるジャンルの曲を、
高齢者施設や地域のイベント等で演奏しています。

青木　貞廣
８２－３5３８

郡上市内

郡上ミスチーフファミリー

オカリナサークル

森のオカリナ隊

オカリナデュオ「水平線」の指導を受けて演奏の上達
を目指しながら、仲間と楽しくをモットーに練習に励
んでいます。ボランティア演奏やイベントへの参加で
聴いていただく機会も増えています。一緒に楽しむ仲
間募集中！

臼田　宝徳
古川　幸枝

０９０-１６２２-３２３０
０８０-３２８5-１4３０

郡上市内

オカリナ♪

　カラーズ

素朴で澄んだ音色が魅力のオカリナは、老若男女問わ
ずどなたでも手軽に楽しむ事が出来る楽器です。地元
の各種イベントでの演奏、福祉施設等での慰問演奏等
もしています。オカリナを楽しみながら仲間作りをし
ませんか？

石動　純香
０９０-８９5８-６８８０

郡上市内
白鳥ふれあい創造
館他

琴修会八幡

大正琴の愛好会で、60 ～ 80 代の方が二つのグループ
に分かれて、演歌、ポップス、民謡、童謡、唱歌等を
アンサンブルで楽しく練習しています。初心者、及び
一時退会されていた方、大歓迎です。御一緒に楽しみ
ませんか。

羽田野　友枝
６７－０６６８

八幡公民館

近代詩吟照風流

郡上吟詠会

八幡教室

詩吟は、漢詩・短歌・俳句・歌謡吟詠等を、自分の声
の高さで唄え、腹式呼吸法で健康によく、カラオケ好
きな人も声に伸びが出ます。初吟会・郡春季大会・コ
ンクール等で仲間との交流が広がります。会員募集中、
入会歓迎 !

丸山　晃
６5－44０７

八幡公民館

近代詩吟照風流

郡上吟詠会

美並教室

漢詩を中心に短歌、俳句も勉強しています。月２回の
教室で練習していますが、、全国吟詠コンクール、照風
流コンクールなどに挑戦し、吟の向上に努めています。
正しい呼吸による発声で健康づくりに役立ちます。

加藤　伸一
７９－３１０２

日本まん真ん中
センター

和太鼓

郡上陣屋組

和良町を拠点に県内外のイベントなどで演奏活動をし
ている和太鼓グループです。体力づくりやストレス解
消に一緒に和太鼓を叩いてみませんか。初心者でも大
丈夫です。

岩尾　尚人
０９０-２１８６-６８７６

和良文化伝承館
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市民団体・サークル紹介

◆ 舞踊・ダンス

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

美並フォークダンス

同好会

世界各国のフォークダンスの音楽を聞きながら、皆で
楽しく踊ってみませんか！どなたでも楽しめて、心も
明るくなり、体力もつきます。毎月第１・第３金曜日
に県フォークダンスクラブの先生に指導を受けていま
す。

山中　昌子
７９- ２２８０

日本まん真ん中
センター

剣詩舞積翠流

現代の詩舞は、明治維新後に剣舞が誕生したことに始
まります。剣舞は吟詠に合せて刀や扇を持って舞う舞
踊ですが、主に扇子のみを持って舞うのが詩舞です。
詩の心をつかみ表現できるよう、練習に励んでいます。

小酒井　みよ子
６７-１０5３

各地区の公民館

劇団ともしび

昭和 33 年創立。今年で創立 63 年。より良い舞台をよ
り多くの皆さんに観ていただけるよう、幅広いジャン
ルの舞台の創造を心掛けています。初心者大歓迎！今
年は「奇跡の人」ヘレンケラーを上演予定。ぜひ舞台
で自己アピールを！

三嶋　友美
090-8958-1948

八幡公民館、
八幡青少年センター
郡上市総合文化
　　　センター

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

リコーダー アンサン

ブル ウインズ

R.E.Winds

一度は吹いたことがあるリコーダー。簡単に音が出る
この楽器、かつてはバロック音楽の花形楽器でした。
そして現在、童謡も演歌もアンサンブルで楽しめます。
この楽しさを私たちと共有してみませんか？

国田　祐子
６5－２３９０

小野公民館

コーラス　あじさい

相生を拠点に活動する女性コーラスグループです。現
在のメンバーは孫のいるバアバ世代から現役女子高生
までと年齢の幅広さを誇っています。歌好きな方、日
頃のストレスを大声を出して解消しませんか？楽しい
ですよ！

上野　幸子
６３－２１２5

相生公民館

郡上ハーモニー

郡上市北部（高鷲・白鳥・大和）で令和元年発足の合
唱団です。第１、第３水曜日の夜に誰もが親しめる名
曲を楽しく歌います。コロナ禍収束時には練習を再開
しますので、のびのびと心から歌う感動を共に味わい
ましょう。

蓑島　一隆
８２－３２２９

白鳥ふれあい創造館

愛生香の会

私達は、歌が大好きな仲間の集まりです。1 年間を通
じて集まる正会員とイベントや月例会だけ自己都合で
集まる準会員で活動しています。なので単発でも一度
参加してみて下さい。

臼田　保子
０９０-8678-６024

岐阜県内
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市民団体・サークル紹介

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

豊岐成会

現在は福田公民館にて練習しています。たのもしのよ
うな気軽な気持ちでやっています。着物も何もいりま
せん。まずは見学に来てください。コーヒーをふるま
います。

水向　愛子　
松葉 　加代美
８８－３６９１
８８－２55８

大和町内

静恵会

日本舞踊の団体です。日本舞踊は古来から無理なく体
を動かす良い運動であり、老化をふせぎ、今では介護
にも使用されて居ります。ノスと言った分野には、楽
しく音楽に合せ、リハビリにも活用して居ます。

藤代　美音子
８２－２３０７

郡上市内の公民館
等

マウナラニ

フラサークル

ハワイ文化を尊敬し、ハワイの歴史やハワイ語につい
ても講師から学びながら、フラを楽しんでします。現
代フラだけではなく、古典フラも学んでいます。随時
仲間を募集していますので、お気軽に見学に来てくだ
さい。

竹下　美和子
８２－45６３

白鳥ふれあい創造館

フラダンス同好会
ハワイの伝統文化でもあるフラを楽しみながら練習し
ています。ゆったりとした動きは、身体に負担が少なく、
どんな年代の方にも楽しんでいただけます。

山田　祥子
０5８-２３７-７８７６

郡上市総合文化
センター

H・S サルサ
サルサとはサルサ音楽に合わせて踊るラテンダンスで
す。サルサはみんなが踊れる大衆的なダンスです。陽
気な音楽に合わせて楽しく踊りましょう！

片桐　朱実
８２－5６１６

白鳥ふれあい創造館

メレモエ　フラ

サークル・マヌリィ

フラダンスが大好きな仲間が集まり、レッスンをして
います。週一に自主練習を月一度講師の先生をお願い
しています。楽しい音楽に合わせて全身を動かしフリ
を覚えるのは頭の体操にもなっています。

美谷添　里恵子
８２- ２０１３

郡上市内

白鳥踊り保存会

白鳥踊り保存会では会員を募集しています。約 400 年
前より続く白鳥の地域伝統芸能である白鳥おどりを一
緒に踊り、次世代へと保存伝承する活動をしてみませ
んか。白鳥おどりに興味のある方ご連絡をお待ち致し
ております。

正者　英雄
西村　健一

090-2774-6092
090-3938-3861

郡上市白鳥町内、
その他イベント

メレモエ　フラ

サークル・マウナ

フラダンスに興味のある方大歓迎です。初心者でも大
丈夫‼楽しくフラが身につきます。レッスンは、月に
4回その内２回は先生の指導です。メンバーの皆んな
和やかな雰囲気で練習しています。一緒に女子力を高
めませんか？

田代　咲子
090-6657-5677

大和生涯学習セン
ター、町内、町外、
市外
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市民団体・サークル紹介

◆ 健康スポーツ

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

郡上八幡柔道

クラブ

無理なく楽しくをモットーに、体力作りから始め総合
的な体の使い方を学びます。女性指導者も在籍し、人
間教育を重んじて指導しています。見学者には道着等
用意しますので、体験しませんか？

大前　正行
６5－６０１３

八幡中学校柔道場

和道会郡上支部

空手を習う事により礼儀も身につき挨拶、返事がしっ
かり出来る様になります。むやみに人をたたいたり、
けったりしなくなり、人の痛みがわかる人間になりま
す。五体を使うので、基礎運動も身に付きます。一般
の方もどうぞ。

渡邉　猛
０９０-545８-１００３

郡上市総合
スポーツセンター

太極拳クラブ

太極拳は緩やかな動きの呼吸を伴った全身運動です。
心身の健康の為に無理なく行うことができます。太極
拳が初めてという方の為に入門、初級太極拳も行って
います。興味のある方は見学に来て下さい。初心者歓
迎します。

佃　八代美
６5－5０７２

八幡小学校体育館

太極拳大和クラブ

主に２4式太極拳と養生扇に取り組んでいます。ゆっ
くりとした動きですが、体を動かすとスッキリします。
奥が深いので " 細く長く健康に " を目標にしています。
誰でも出来る運動です。

森藤　登美朗
０９０-９１２4-5０２３

大和生涯学習
センター

大中太極拳養生功

同好会

運動不足の私達にとって、教室がある日はリフレッシュ
の日。普段は使わない、筋や筋肉、頭もフル回転して
動きます。練習の後は体もポカポカ暖まり、スッキリ
します。休憩時間のおしゃべりも楽しみのひとつです。

美濃島　幸枝
８２－３０３７

大中農村センター
（白鳥町大島）

サスケランド

子供のうちに獲得したい5つの運動能力をバランスよ
く養い、上手な体の使い方を学び、色々なスポーツの
基礎を作ることを目的としたクラブです。子供は遊び
のなかで成長します。ですから半分遊びかも。

大前　祐介
６5－６０１３

郡上市総合
スポーツセンター

すこやか卓球クラブ

いつまでも健康でいつまでも若々しくを目指して私達
のクラブは活動して居ります。そして初対面の多くの
方々とも出会い友情が生まれ、騒ぎ乍ら楽しく練習を
して居ります。時間は午前１０時から１２時迄の２時
間です。皆さん多数ご参加下さい。

吉田　省三
６5－３5８７

郡上市総合
スポーツセンター

郡上ビームライフル

ジュニアクラブ

ビームライフル（光線銃）は１０ｍ先の標的を狙い得
点を競うスポーツです。子供から年配の方まで誰でも
出来ます。特に集中力を養いたい方にお勧めします。
指導者は国体上位入賞経験者です。国体出場を目指し
ませんか。

多田　良也
８5－２０２１

白鳥格技場

ホームヨーガサークル

ヨーガは体操（運動）ではなく、瞑想（静止）です。
瞑想（静止）の効用は体操（運動）の何倍もあること
を実感できます。月曜日の（18：00 ～）（19：35 ～）、
火曜日の（14：00 ～）活動しています。

西村　悦子
８２- ２９０4

白鳥ふれあい創造館

大和ターゲット

バードゴルフクラブ

体力づくり・健康管理に‼会員みんなで楽しい時間を
…。誰でも出来ますよ‼

高平　正雄
０９０-4１１３-８７８２

古今伝授の里運動
公園



23

◆ 福祉・その他

市民団体・サークル紹介

サークル・団体名 活　動　内　容
連絡者氏名
電 話 番 号 活動地域・場所

郡上市図書館　

学校貸出しボランティア

郡上市図書館の本を持って学校を訪問し、児童に本の
貸し出しを行います。子ども達の笑顔に出会える楽し
いボランティアです。

片桐　朱実
８２－5６１６

白鳥町内

ぶなの森のなかま達

茶道は日本の伝統文化を楽しむことが出来ます。園児
から小中高の生徒、障害者も高齢者もお茶会で楽しく
交流しています。日本の伝統文化を次世代に伝えてい
きたいと活動しています。ボランティアして下さる方
募集しています。

野田　淑子
８２－２5８１

白鳥ふれあい創造
館　他
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申

込

者

お
子
さ
ん

電話番号
ふりがな

保護者氏名

ふりがな

氏　　名

参加希望学級

No.

参加希望

学級名

　　　  年     月 　  日生まれ
平成

令和

平成

令和
　　　  年     月 　  日生まれ

男 ・ 女

男 ・ 女
ふりがな

氏　　名

住　所
〒

●乳幼児学級申込書

 

    

 

乳幼児学級のごあんない乳幼児学級のごあんない
乳幼児をもつ「親」を対象に、お子さんとのふれあい

あそびや学習会などの活動を通して「親」が子育てに

ついて楽しく学び、「親」の仲間づくりを広げ、育児

に関する不安や悩みを解決できることを目的としてい

ます。

乳幼児学級は「子育て・親育ち」を応援します！

対 象 ＊ ０～３歳の子を持つ保護者

時 間 ＊ 10：00 ～ 11：30 頃

内 容 ＊ 開級式、子育て講演会、親子ピクニック、

　　　　クリスマス会、親子工作、閉級式 など

居住地域以外の学級にも、

いくつでも参加していただけ

ます。参加費や詳しい内容等

につきましては、教育委員会

社会教育課、または下記まで

お問い合わせください。

社会教育課：67－1128社会教育課：67－1128

※開催時期は変更する場合があります。

No 地　域・学　級　名 開　催　場　所 問合せ先 時　期

1 八幡　伝々夢詩 郡上市総合文化センター 67-1128 5 ～ 3 月

2 大和　おおきくなぁれ 大和生涯学習センター 88-2211 6 ～ 2 月

3 白鳥　タンポポ学級 白鳥ふれあい創造館 82-6000 6 ～12月

4 高鷲　愛育会
こぶし苑 ( デイサービスセンター 2 階）

ぽぷらの家 他
72-5111 4 ～ 3 月

5 美並　リトルキッズ
美並健康福祉センター

さつき苑
79-3700 5 ～ 3 月

6 明宝　ひよっこクラブ 明宝コミュニティセンター  他 87-2211 5 ～3 月

7 和良　わらいっこくらぶ 和良町民センター  他 77-2211 5 ～ 3 月
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講座申し込みについて講座申し込みについて

•電話での申し込みはできません。

•18 歳未満の申し込みは、備考欄に保護者の氏名をご記載ください。

•申込書にはもれがないようご記入ください。

•緊急の場合など、電話連絡させていただくことがあります。携帯電話など、日中連絡が

　取れる番号をご記入ください。

•託児を希望される方は、受講申込書の備考欄に「託児あり」と記載し、託児申込書も

　合わせてご提出ください。（対象講座のみ）

ご不明な点は下記へお気軽にお問い合わせください。

郡上市教育委員会　社会教育課　TEL ６７－１１２８

申し込みは、郡上市に在住、在勤およびふるさと郡上会員の方に限らせていただきます。

定員オーバーの時は抽選を行う場合があります。また、規定人数に満たない場合は講座を

中止することがあります。

講座の案内は、後日（実施日より 10 日前までに）書面にてお知らせします。

尚、都合により内容や日程を変更する場合がありますので、

予めご了承ください。

•直接提出…教育委員会社会教育課・各振興事務所振興課・各地域公民館

•郵　　送…〒501-4222　郡上市八幡町島谷 207-1　

　　　　　　郡上市教育委員会社会教育課「まなびネット郡上」係

•Ｆ Ａ Ｘ…６５－２５８４

•メ ー ル…syakai-kyouiku@city.gujo.gifu.jp

※メールにて送信される場合は、タイトルに「まなびネット郡上申し込み」と記入し、　

　申込書を添付されるか、メール本文に郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・性別・

　年齢・電話番号・講座No・講座名をご記入ください。なお、メール着信の連絡は　

　いたしません。

※市民アイデア講座については、講座運営の都合上、講師に受講者の住所・電話番号など

　連絡先をお伝えする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申込方法

申 込 先

申込締切

問合せ先

その他

～お申し込みの前に必ずお読みください～

最終ページの申込書に必要事項を記入の上、持参・郵送・FAX・メールにて

下記申込先へご提出ください。

令和３年４月２６日（月）午後５時００分（必着）



26

しめきり：４月２6日（月）午後５時

●市民アイデア講座　託児申込書

ふりがな

氏　　名

ふりがな

参加講座

   Ｎｏ

氏　　名

ふりがな

氏　　名

ふりがな

氏　　名

郵便番号

講座番号 講　　　座　　　名
備　　考

〒

電話番号

住　所 番地住　所

性　　別 男　・　女

男　・　女

年　齢

年　齢

性　別

歳

※携帯電話等平日昼間連絡が取れる番号を記入ください

親子対象の講座で、参加するお子

さんについてご記入ください。

〈対象講座〉

※託児を希望される場合は、以下の託児申込書も合わせてご提出ください。（対象講座のみ）

※託児を希望される方は、こちらの申込用紙に記入し、受講申込書と合わせて提出してください。

※申込講座番号に○

※託児を希望されるお子さんのお名前を記入してください

　　　　年　　月　　日生まれ
平成

令和

平成

令和

男　・　女

　　　　年　　月　　日生まれ 男　・　女

25 ページの「申込みについて」を必ずお読みいただき、もれのないよう記入してください。

◆まなびネット郡上　受講申込書

※18 歳未満の申し込みは

　保護者氏名をご記入下さい。

B4・B13・B17・B18・Ｂ19・Ｂ25

Ｂ７・Ｂ８


