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楽しい学び・講座の情報をお届けします！！
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～米沢鷹山大学だより～

８月 25 日（火）

講座の申込は………

米沢鷹山大学 ☏２１－６１１１

９：００～受付開始！
【ご案内】

新型コロナウィルス感染拡大を受け、今年度は生涯学習ガイドブックの発行を中止としました。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力賜りますよう、お願いいたします。

コロナの閉塞感をチャンスにしよう

LINE をはじめよう講座
講師：米沢市生涯学習ボランティアマナビスト

「ピンチはチャンス」という言葉があるように、新型コ

高橋 悟 氏

ロナ感染予防でいろんな制約を受けていますが、マイナス

友達の登録やチャットのやり取り、LINE 公式の登録など

ととらえると委縮しがち。逆に余っている時間を有効に使
って、今まで出来なかった事に取り組めば、これからの生

日時： ９月 30 日(水) ９:30～11:00

活にプラスになること請け合いです。

会場：

気軽に出歩けない今日、私はその時間を使って、断片的

置賜総合文化センター内 鷹山大学

に書きおいた好きな歴史の話をいくつかにまとめていま
す。小さな満足がいくつも出来あがります。落ち着いて出

参加費: 500 円
備考:
スマートフォン持参

来なかった事がかなり片付いたような気分で、「コロナのピ

受付締切日:９月 23 日（水）

ンチ」を「満足のチャンス」に変えたことになります。
「満足のチャンス」は人それぞれですが、のびのび出来ず
につまらないと云わないで、「ピンチはチャンス」にする事
を考えてみては如何でしょうか。
例えば、「部屋の中を大整理」「鷹山大学で講師をする準
備に」「一人で出来る趣味を深める」などもいいかも知れま
せん。チャンスにしましょう。

米沢鷹山大学 学長
新谷博司

鷹山大学公式 LINE はじめました！
最新の講座情報をお届け！

鷹山大学ホームページ

【感染症拡大防止のためのお願い】
感染症拡大防止のため、講座を受講される際は、下記ご協力をお願いいたします。
1.
2.

開催日の直近 2 週間以内に感染流行地域と往来のある方は、事前に事務局にご連絡ください。
受講当日、体温・健康状態の確認をお願いします。発熱・風邪の症状がある方の受講はお控えください。
また、急な体調不良による欠席の場合は、講座開始 15 分前までに米沢鷹山大学にご連絡ください。

悟さん講座情報掲載

3.

マスクを着用し講座を受講してください。講座受講中は原則としてマスクを着用いただきます。

4.
5.

施設入口の消毒液で手指を消毒して入館ください。
感染症拡大が懸念される場合は、事前に連絡のうえ、講座を中止する場合があります。ご了承ください。
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8 月２５日（火）午前 9：00～受講申込受付開始！ ☎21-6111（内 6423・6424）

米沢鷹山大学 企画講座のお知らせ
韓方・薬膳茶作り

秋の養生ベーシック講座

「菊の花茶を作ってみよう！」

講師： 薬膳インストラクター
韓方茶ティーセラピスト
鈴木 すみ子 氏

講師： 薬膳インストラクター
韓方茶ティーセラピスト
鈴木 すみ子 氏

陰陽五行論の基礎を学んで秋を健康に過ごす為
のヒントを教えます

日時：

食用菊を使って「菊花茶」と花チヂミを作ります

９月 26 日(土) 10:00～11:30

日時：

会場： 置賜総合文化センター 201 研修室
参加費： 500 円 資料・材料代 300 円
受付締切日: ９月 17 日（木）

10 月 25 日(日) 10:00～11:30

会場： 置賜総合文化センター 調理室
参加費： 500 円 資料・材料代 600 円
受付締切日: 10 月 19 日（月）

冬の養生ベーシック講座
手話講座

講師： 薬膳インストラクター
韓方茶ティーセラピスト

講師： 佐藤 信浩 氏 ほか

鈴木 すみ子 氏

簡単な手話を体験しましょう

陰陽五行論の基礎を学んで風邪予防！冬を健康に過ごすヒント
を教えます

日時：

日時：

10 月３日(土) 13:30～15:00

会場： 置賜総合文化センター 201 研修室
参加費： 500 円

11 月 15 日(日) 10:00～11:30

会場： 置賜総合文化センター 201 研修室
参加費： 500 円 資料・材料代 300 円

受付締切日： 9 月 24 日（木）

受付締切日： 11 月９日（月）

懐メロや童謡を楽しもう♪～音楽療法～

飾り巻き寿司講座

講師： JIA 認定音楽療法インストラクター

講師： 飾り巻き寿司インストラクター

佐藤 優香 氏

佐藤 久子 氏

はじめてでも大丈夫！ピアノに合わせて
懐メロや童謡などを楽しく歌います

季節にあった飾り巻き寿司を作りましょう

日時：

10 月６日(火) ９:30～11:30

日時：

会場： 置賜総合文化センター 調理室
参加費： 500 円 材料代 3,000 円
受付締切日： ９月 25 日（金）

10 月 30 日(金) ９:30～11:00

会場： 置賜総合文化センター 音楽室
参加費： 500 円 歌集レンタル代 300 円
備考： 飲み物持参のこと
受付締切日: 10 月 22 日（木）

はじめてのベリーダンス

お菓子づくりを楽しもう

講師： Asuka 氏

講師： 米沢市生涯学習ボランティアマナビスト
我彦 祐子 氏

楽しく女性らしいダンスを踊りましょう

りんごを使ってお菓子を楽しみましょう

日時：

10 月３日(土) 14:00～15:30

会場： 置賜総合文化センター スタジオ
参加費： 500 円

日時：

10 月 28 日(水) ９:30～11:00

会場： 置賜総合文化センター 調理室
参加費： 500 円 材料代 1,500 円

備考： 動きやすい服装で参加のこと
受付締切日： ９月 24 日（木）

受付締切日: 10 月 15 日（木）
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※ 画像はイメージです

8 月２５日（火）午前 9：00～受講申込受付開始！ ☎21-6111（内 6423・6424）

米沢鷹山大学 企画講座のお知らせ

オリジナルの食器を作って
おうち時間を楽しもう！

夢一つ: 『太陽光やバイオマス→
直接(火を焚かない)発電』へ

講師： 佐藤 和子 氏

講師： 山形大学 名誉教授 横山孝男 氏

白い食器に自分好みの転写紙を

産業革命以来の「エンジン」を振り返り
「文化におけるエネルギー」を語り合う

切り貼りしてオリジナルの食器を作ります

日時：
日時：

10 月 21 日(水) ９:30～11:00

９月 24 日(木) 10:00～11:30

会場： 置賜総合文化センター 第１会議室
参加費： 500 円 教材費 1,000 円
備考： 作品は 10 月 15（木）10:00～10:30
鷹山大学事務局でお渡し

会場： 置賜総合文化センター 201 研修室
参加費： 500 円 教材費 200 円
受付締切日: 10 月 14 日（水）

受付締切日: ９月 15 日（火）

童謡を歌いましょう
講師： 新野 由香 氏

指で描くやさしい
パステルアート講座

楽しく！元気に！童謡をうたいましょう

第 1 回日時:

9 月 26 日(土) 13:30～15:00

講師： JWPAA 認定
パステルアートインストラクター
佐々木 由美子 氏

第 2 回日時: 10 月 31 日(土) 13:30～15:00
第 3 回日時: 11 月 28 日(土) 13:30～15:00

秋の実り、カラフルぶどうを描きましょう
会場：

置賜総合文化センター 音楽室

参加費： 各回毎に 500 円
備考: 1,2,3 のいずれかの参加も可能です
各回とも申込み多数の場合には抽選
飲み物持参のこと

日時：

受付締切日： ９月 28 日（月）

第１回受付締切日: 9 月 17 日（木）
第２回受付締切日: 10 月 22 日（木）
第３回受付締切日: 11 月 19 日（木）

想いを伝える ふろしき講座

松が岬公園を歩く

講師： 風呂敷 musubi 高橋 一恵 氏

講師： 米沢市生涯学習ボランティアマナビスト
新谷 博司 氏

エコで楽しい風呂敷の使い方
普段使いラッピングにも
ハロウィンのラッピングにも

日時：

10 月４日(日) 13:30～15:00

会場： 置賜総合文化センター 第１会議室
参加費： 500 円 教材費 700 円
備考： 参加対象者、小学生以上、男女不問

松が岬公園周辺の観光案内ポイントをご紹介します

10 月 14 日(水) 10:00～11:30

会場： 置賜総合文化センター 第３会議室
参加費： 500 円 教材費 800 円
（風呂敷、ラッピング材料付）
受付締切日:10 月７日（水）

日時：

10 月 3 日(土)9:30～11:30

会場：

松が岬公園周辺
伝国の杜 米沢市上杉博物館入口から

入った所に集合
参加費： 1,000 円(専用テキスト７０頁込)
受付締切日： 9 月 24 日（木）
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※ 画像はイメージです

講座お申込みに関する Q&A
申込方法を教えてください。
平日のみ 9：00～15：00 の間に電話もしくは来室し、米沢鷹山大学へお申込みください。
受付開始はいつですか？
8 月 25 日（火）朝９：００からです。各講座受付締切日までにお申込みください。
参加費・教材費は、いつまで納めればいいですか？
参加費・教材費共に、受講当日の講座会場でお納めください。
受講キャンセルはできますか？
受付締切日までは、キャンセルができます。受付締切日以降は、キャンセル料が発生します。
講座欠席の連絡は、どうすればいいですか？
米沢鷹山大学へご連絡ください。当日の急な欠席については、開催 15 分前までにご連絡くださ
い。
申込みをした講座は、必ず開講されますか？
申込者が最少催行人数に満たない場合、感染症拡大防止のために中止することがあります。皆さま
には都度ご連絡しますので、米沢鷹山大学からの連絡をお待ちください。

市民おしょうしなカレッジ講師募集

2021 年度 生涯学習ガイドブック
講座・イベント情報掲載情報募集
来春、発行を予定している生涯学習ガイドブックに掲載

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？

する講座やイベント情報を募集します。
【掲載要件】
①

2021年４月1日から翌年３月31日までに開催・終了
する講座やイベント情報

≪市民おしょうしなカレッジの特長≫

②

1.

誰でも講師・誰でも受講者！

2.

あなたの知識や経験が活かせます！

3.
4.

「学ぶ楽しさ」を「教える楽しさ」に！
米沢鷹山大学事務局があなたの講座を応援！

市内全域の市民が対象であること
営利目的や特定の政党・宗教を支持支援す
る内容は掲載不可

※

詳しい応募要件は、米沢鷹山大学へお問合せください。

【掲載手数料】

1 件 1,500 円

感染症拡大防止のため、やむを得ず発行を中止する場合
があります。
詳細は、12 月初旬、米沢鷹山大学ホームページにて告知
いたします。

生涯学習ガイドブック広告掲載承ります!!
米沢鷹山大学の講座を受講された方の約 8 割の方が「生涯学習ガイドブック」をご覧になっています。
新しい季節に何かを始めたい！とお思いの方が手に取られます。
昨年度、広告を掲載された事業主の方から
「お客様が集まりました！」との嬉しいお声も続々と頂いています。

市内全戸配布
31,000 部

掲載料金は 1 枠 12,000 円～
詳細は、米沢鷹山大学へお問合せください。

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
開館時間 9：00～17：00（土日祝日・8/13～8/15・12/29～1/3 を除く）
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