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学びを楽しみ、深め、イキイキと元気に毎日を過ごす、すべての方を対象に、 

学びへの第一歩として米沢鷹山大学開講式・講座無料体験会を開催します。 

 

 

 

 

開講式終了後、米沢鷹山大学企画講座・市民おしょうしなカレッジの無料体験会を開催します。 

無料体験会の講師紹介・講座会場等の詳細は、開講式会場でお知らせいたします。 

 

 

多種多様な講座が一堂に会し、人気の講座も無料で体験できる絶好のチャンスです。 

講座を受講する方も、受講を悩まれている方も、どうぞお気軽にご参加ください。 

※ 参加予定講座・講師は変更になる場合があります。教材が無くなり次第終了となります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習情報誌 

 

 

 

 

 米沢鷹山大学 開講式・講座無料体験会開催のお知らせ 

13：30～15：30（予定） 
 2019年 4月 14日（日） 

会場：置賜総合文化センター203研修室ほか 

米沢鷹山大学開講式・講座無料体験会は、どなたでもご参加いただけます。申込不要、当日会場へ足をお運びください。 

 

第７５号 

2019.3.25 

無 料 体 験 会 参 加 予 定 講 座 

 

手話講座～入門・初級～ 
講師：佐藤 信浩 氏 ほか 

自己紹介や手話でのコミュニケーションの取り方など、 

初めての方にもわかりやすく、丁寧に学んでいきます 

華道池坊生け花 

講師：金子 恵 氏 

池坊生け花で季節の彩りをご自宅で 

花のある暮らしを楽しみましょう 

やさしい「押し花アート」講座 

講師：佐藤 玲子 氏 

季節の押し花を使ってステキな小物づくり 

「押し花アート」を楽しみましょう 

童謡を歌いましょう 

講師：大場 由香 氏 

毎年大人気の講座！ 

生ピアノで童謡・唱歌を楽しく元気に歌いましょう 

元気ハツラツ ノルディックウォーキング 

講師：宇山 栄一 氏 

専用ポールを使って、ダイナミックに有酸素運動！ 

体への負担が少ないので初心者でも安心です 

パステルアートで「光の樹」を描こう 

講師：渡邊 美幸 氏 

パステルと指を使って幻想的な絵を描きましょう 
※ 講座で作成する作品の展示のみとなります 

はじめてのコーチング 

講師：渡部 一彦 氏 ほか 

コミュニケーションがいつの間にか楽になる秘訣！ 

コーチングについて３０分毎に説明会を開催します 

ウクレレ入門・ギター入門・想い出の歌フォークソング 

講師：森 泉 氏 

同講師による 3講座合体体験講座！ 

楽器と音楽を楽しみましょう 
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～米沢市生涯学習ボランティアマナビスト養成事業～ 

これからの「人生 100年時代」を楽しくイキイキと過ごすために 

「マナビスト～楽しく学ぶ人～」養成講座 
自分の趣味や生きがいを、元気にイキイキと楽しむことこそが生涯学習の原点です。 

「生きがい」「やりがい」「仲間づくり」、有意義な時間を大切にできるよう、一緒に学んでみませんか。 

 

 開催日 時 間 内 容 講師 

１ 6月 ４日（火） 

19：00 

～ 

21：00 

オリエンテーション／生きがいと生涯学習 マナビストとは？ 

米沢鷹山大学 学長 

新谷 博司 

２ ６月 25日（火） 満足人生の計画を立てよう 

３ ７月１６日（火） 一芸に秀でる学び～私の生涯学習生涯学習～ 

４ ８月２７日（火） 仲間づきあい必須の良き人間関係づくり 

５ ９月１０日（火） 教室運営と自己啓発～教えてこそ伸びる～ 

6 生涯学習フェスティバル開催会場および準備会場での実践（日時については、別途ご案内します。） 

※上記必修科目のほかに下記の「地方創生まちづくり人財養成講座 まちプラ塾 2019」の受講を推奨します。 

※指定の単位数を取得した方は「米沢市生涯学習ボランティアマナビスト」の認定資格を得られます。 

●対象額者：成人一般        ●定員：10名  ●会場：置賜総合文化センター 

●参加費：5,000円（全６回）  ●申込先：米沢鷹山大学☎21-6111（内 6424） ●受付締切日： ５月２７日（月） 

 

 

地方創生まちづくり人財養成講座 まちプラ塾 2019  
地域おこし・まちづくりにイキイキと活動している人や様々な分野で活躍している人を講師に迎えて講座を開催します。 

米沢を明るく元気なまちにしたい方、地域おこし・まちづくりに興味がある方、活躍している人のお話が聞きたい方、 

米沢市内外、職場のお仲間やご家族、ご友人とお誘いあわせのうえ、ご参加ください！ 

 開催日時 内 容 講師 

１ 
5月 16日（木） 
18：45～21：00 

開 講 式 米沢市長 中川 勝 

カメラで毎日をハッピーに！ 
～レンズ越しに見える新しい風景～ 

（株）ビートル/カメラガールズ代表取締役 

田中 海月 氏 

２ 
5月 23日（木） 
19：00～21：00 

超絶まちづくりのスタートアップ技法 
～イノベーターが実践しているビジネスデザインの秘密とは？～ 

地方創生イノベータープラットホーム INSPIRE 代表理事 

BBT大学グローバル経営学科長・教授 

谷中 修吾 氏 

３ 
5月 30日（木） 
19：00～21：00 

「１階づくりはまちづくり」 
～プライベートとパブリックの交差点～ 

（株）グランドレベル 代表取締役社長 

田中 元子 氏 

４ 
6月  6日（木） 
19：00～21：00 

地方だからできる新しいシゴトのかたち 
TURNSプロデューサー 

（株）第一プログレス常務取締役 

堀口 正裕 氏 

５ 
6月 13日（木） 
19：00～21：00 

「祭り」が日本を元気にする！ 

～「地元×観光客＝可能性∞」～ 

（株）オマツリジャパン 代表取締役 

加藤 優子 氏 

６ 
６月 20日（木） 
19：00～21：00 

「構成力×調整力」 
～まちづくりに求められる条件～ 

NPO法人都岐沙羅パートナーズセンター 

理事・事務局長 

齋藤 主税 氏 

7 
６月 27日（木） 
19：00～21：00 

地域の未来は自分たちで創る！ 
～限界集落からの再生～ 

NPO法人地域おこし 理事・事務局長 

多田 朋孔 氏 

※上記講座の７割以上参加した受講者には終了証をお渡しします 

●対象者：どなたでも   ●定員：80名  ●会場：伝国の杜２階 小会議室●参加費：無料      

●申込・問合先：米沢市社会教育課 社会教育担当／まちづくり人財養成講座実行委員会☎21-6111（内 6007） 

受講生募集のお知らせ 4月 2日（火）午前 9：00～受講申込受付開始！ 



3 

 

 

 

 

仕事や家事で忙しい皆さんにピッタリ！リーズナブルで 1回だけでも参加できる講座をご準備しました！ 

お友達と、お子さまと、お孫さんと…ワクワクを探して、イキイキと元気な毎日を過ごしましょう。 

※各講座の画像はイメージです。実際に作成するものとは異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

米沢鷹山大学 企画講座～2019・春～ 

家庭で楽しむ手打ち蕎麦 
お家で簡単！二人前の分量で蕎麦打ちをします 

・日 時／６月 11日（火）10：00～12：00 

・会 場／置賜総合文化センター 調理室 

・定 員／８名 ・受講料／800円 

・講 師／米沢市生涯学習ボランティア 

マナビスト 

・受付締切／５月 30日（木） 

大人も子どもも！お家で楽しむ Cooking! 
※小学１～4年生と保護者対象、 

お子様連れは要相談 

お子さんはお菓子を、大人は飾り巻寿司を作ります 

・日 時／7月 14日（日）9：00～12：00 

・会 場／置賜総合文化センター 調理室 

・定 員／８組・受講料／1,500円 

・講 師／PekeLabo 我彦 郁恵 氏 

       米沢市生涯学習ボランティア 

                        マナビスト 

・受付締切／６月 20日（木） 

未来へつなぐ食文化～米沢のレシピ～ 
地元食材とサバ缶を使ってお料理をしましょう 

・日 時／① ６月 18日（火）10：00～12：00 

② ６月 23日（日）10：00～12：00 
※ 6/18・6/23両日とも同じメニューです。 

ご都合のよい日程をお選びください。 

・会 場／置賜総合文化センター 調理室 

・定 員／８名 ・受講料／2,000円（回） 

・講 師／我彦 祐子 氏 

・受付締切／いずれも６月５日（水） 

米沢の歴史～知っているようで知らない身近な歴史～ 

身近な米沢の歴史を学び、歴史の深さを再認識！ 
講師：新谷 博司 氏 

開催日 時 間 内 容 受付締切日 

６月８日（土） 
10：00～

12：00 

神になった謙信と明治政府の思惑 ５月 23日（木） 

７月６日（土） 米沢をつくった「大江」「伊達」「蒲生」「上杉」 ６月 27日（木） 

７月 27日（土） 江戸時代の藩政改革（真田・備中松山・米沢） ７月 18日（木） 

・対象者／どなたでも            ・定 員／１０名 

・会 場／置賜総合文化センター   ・受講料／700円（回） 

 

 

 

 

 

フラワーアレンジメント 
彩り豊かに元気に楽しくアレンジメントを作りましょう。 

・日 時／６月８日（土）10：00～11：30 

・会 場／米沢鷹山大学（置賜総合文化センター1階） 

・定 員／８名 ・受講料／2,500円 

・講 師／フラワー装飾技能士１級・２級 

                   上野 寛 氏 

・受付締切／５月 15日（水） 

クラフトバンド講座 
クラフトバンドでカワイイ花を作りましょう 

・日 時／7月 23日（火）10：00～12：00 

・会 場／米沢鷹山大学（置賜総合文化センター1階） 

・定 員／８名 ・受講料／800円 

・講 師／米沢市生涯学習ボランティア 

マナビスト 

・受付締切／５月 13日（月） 

気持ちを届けよう～絵手紙講座～ 
大切な人へ、温かい絵手紙を描いて送りましょう 

・日 時／５月 28日（火）10：00～12：00 

・会 場／米沢鷹山大学（置賜総合文化センター1階） 

・定 員／８名 ・受講料／800円 

・講 師／米沢市生涯学習ボランティア 

マナビスト 

・受付締切／５月 13日（月） 

受講生募集のお知らせ 4月 2日（火）午前 9：00～受講申込受付開始！ 
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お知らせ 

発行：米沢鷹山大学 

米沢市金池３－１－１４ 置賜総合文化センター内 

☎0238-21-6111（内線 6423・6424） FAX0238-37-8143 ✉ yozandai@cat.omn.ne.jp 

生涯学習ガイドブック 2019～春～  

4月 1日発行・４月２日受付開始！ 

今号も新しい講座・楽しい講座が目白押し！ 

米沢市内に広報よねざわと共に全戸配布となるほ

か、米沢鷹山大学のホームページでもご覧いただけま

す。 

爽やかな季節、新しい生活に新しい楽しみを！ 

 

☆米沢鷹山大学企画講座 

☆市民おしょうしなカレッジ 

 

講座のお申込みは・・・ 

4月 2日（火）朝 9：00～ 

受付開始！ 
 

 

講座・イベントへのお申込み・問合せは・・・ 

それぞれの申込先・問合先に直接電話をしてください。 

※ 講座によっては、すでに受付を開始しているものもあ

ります。ご了承ください。 

市民おしょうしなカレッジ講師募集 

米沢鷹山大学では、市民おしょうしなカレッジの講師

を募集しています。 

あなたの趣味や特技で多くの市民の方に学ぶ楽しさ

を広めてみませんか？ 

≪市民おしょうしなカレッジの特長≫ 

1. 誰でも講師・誰でも受講者！ 

教える楽しさを知って学びを深め広げましょう。 
※一部講座については資格証の提出を求める場合があります 

2. あなたの知識や経験が活かせます！ 

専門的な知識がなくても大丈夫です。 

3. 「学ぶ楽しさ」を「教える楽しさ」に！ 

講師として教える楽しさを経験しましょう。多くの講師

が、自分のペースでイキイキと活躍しています！ 

4. 米沢鷹山大学事務局があなたの講座を応援！ 

講座に関するご相談を常時お受けします。 

詳しい応募要件は、米沢鷹山大学へお問合せください。 

 

第２５回生涯学習フェスティバル 

遊学よねざわ 2019 参加者募集 

米沢市内で活動しているサークルや愛好会、個人の

みなさん、日ごろの生涯学習活動の成果を発表しませ

んか？ 

日 時／２０１９年１０月 5日（土）～6日（日）（予定） 

会 場／米沢市営体育館および駐車場 

置賜総合文化センター 

内 容／①マナビィ・ギャラリー 

         参加団体による体験学習や作品展示など 

        ②マナビィ・ステージ 
         楽器演奏・歌・日本舞踊・ダンス・寸劇など 

        ③マナビィ・テント村 

         各種出店・体験コーナーなど 

 

※ 参加される団体・個人は、米沢市生涯学習フェスティ

バル実行委員会として活動にご協力いただきます。 
※ 政治・宗教団体と見られる場合は、参加をお断りする

ことがあります。 

※ 参加費がかかります。 

お申込み・お問合せ／米沢市社会教育課 社会教育担当 

☎21-6111（内 6007） 

サークルの情報をお寄せください 

米沢市内で活動しているサークル活動のお知らせを 

米沢鷹山大学の情報誌に掲載しませんか？ 

米沢鷹山大学ではこれまでにお寄せいただいた情報

をまとめ、「サークル情報誌」を発行しています。 

新規会員募集やサークル活動の PRなどにお役立て

ください。 

※ 2018年までに登録いただいた内容に変更がある団

体は、米沢鷹山大学へご一報ください 

次回の生涯学習ガイドブックは９月１５日に発行予定！ 

掲載申込締切：６月中旬（予定） 

ご相談は、お早めに！ 

 

受付締切 ２０１９年６月初旬（予定） 

米沢鷹山大学 ☎21-6111（内線6423・6424） 

 

「平成最後」の冬、例年よりも過ごしやすい冬だったよう

に感じます。 

それでも待ちに待った春が近づくと、ワクワクしますね♪ 

「生涯学習」と聞くと難しそうに感じますが、お料理も、お

裁縫も、鼻歌も、畑仕事も、すべて「生涯学習」の一部。 

毎日の生活の中に「楽しい学びの時間」をプラスすれ

ば、さらに充実した日々が待っています。 

爽やかな季節、新しい「楽しい学びの芽」を見つけに、

生涯学習ガイドブックをめくってみましょう！ 

 

 


