
講師：岩田　裕美(プレジール)

１８日 １９日 ２５日 １２日

子どももよろこぶ季節の和菓子作り
ママと子どもの

　アーユルヴェーダ体質診断
忙しいママのための骨盤矯正

真っ白な器を彩る✨
ポーセラーツ

講師：高木　智弘（菓子処たかぎ） 講師：小松　さと美（torisato） 講師：土屋　佳名子

１７日　　開級式

講師：社会教育課家庭教育支援員 講師：深澤　宏介（深澤味噌店） 講師：スポーツ振興課職員 講師：天神　佳美（アロマサンテ）

講師：小林　恵理（Tink  ティンク） 講師：藤田　美枝子 講師：中山　優子

学級 なんぶ学級
南部公民館　℡２３－２８１８

ねきた学級
富士根北公民館　℡２３－３８９６

ねみなみ学級
富士根南公民館　℡２６－２２１１

にし学級
西公民館　℡２２－３３５５施設

手作り無添加みそ作り
はじめましてのレクリエーション

～ボールなどを使って楽しく
　　　　コミュニケーション作り～

お子様にも安心💕
アロマで虫除け＆ルームスプレー

曜日
時間 水曜日　９：４５～１１：４５ 木曜日　９：４５～１１：４５ 水曜日　９：４５～１１：４５ 木曜日　９：４５～１１：４５

５
月

１８日　　開級式 ２４日　　開級式 １１日　　開級式

”つながるシート”で
気軽に子育てトーク

６
月

２１日 １５日 ２８日 ８日

天然アロマの虫よけスプレー＆
バスボム作り

子育て講座　
　子育ての悩みや喜びを

　みんなで語ろう♪

なかなか片付かないを解決！
1ヵ月でスッキリ

～ｙｏｇａ～
忙しい毎日をリフレッシュ❣

講師：大河原　和子（和来）

８
月

１０日　　　

夏休み☀親子ｄｅリトミック

講師：佐野　朱梨(Ｓｈｉｎｙ☆Ｒｏｏｍ)

無添加！おいしい味噌作り
自己肯定感ＵＰ❣

色選びのポイントがわかる！
　　パーソナルカラー診断

講師：木村　美由紀（千居窯） 講師：内倉　良会（Atelier－Petit） 講師：深澤　宏介（深澤味噌店） 講師：石原　詩織

７
月

１９日 １３日 １９日 １３日

土に癒される陶芸体験
ポーセラーツ

　～真っ白な器を私色に彩る～

９
月

２０日 ２１日 ２７日 １４日

スローに美しく動く太極拳体験 子育て世代のマネープラン＆節税
～子育てママのための～

子供が喜ぶ
時短・簡単常備菜レシピ

我が家の防災対策⛑🏠

講師：白川　美千代
講師：伊藤　久幸

（２級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士）
講師：富士宮市食育ボランティアななくさ会 講師：危機管理局

講師：渡辺　直美（ホームメイドハピネス） 講師：柴田　有美子 講師：深澤　宏介（深澤味噌店）

講師：スポーツ振興課職員 講師：野田　栄子(あさぎりハーブシオン） 講師：富士宮市食育ボランティアななくさ会

１２
月

２０日　　閉級式 ７日　　閉級式 ２０日　　閉級式 １４日　　閉級式

子どもも喜ぶ♫
Xmasタルト作り

１１
月

１５日 １６日 ２２日
子育てママ・パパの食育講座　🍆
フライパンでパパっと時短料理❣

ピラフ（チキン）＆スープ
講師：防災ボランティアの会

９日

いざというとき慌てないために
子どもの救急対応

体幹トレーニング
　～骨盤体操とヨガストレッチ～

一年中楽しめる！
おしゃれなスワッグを作ろう🌼

無添加みそと塩こうじづくり 練り切りでクリスマスを彩ろう🎄
免疫力アップ🏹

無添加　味噌づくり＆甘酒

講師：深澤　宏介（深澤味噌店）

１０
月

令和５年度

入級条件：富士宮市在住または在勤の就学前の子どもをもつ親

定員 ：学級により異なります

受講料：無料（教材費は実費）

託児 ：１歳以上の未就学の子どもが対象です。別室にて保育者が預かります。

（託児人数には会場ごと制限があります）

申込方法 ： 表から１人１学級を選び、実施施設に直接申し込む（電話または電子申請）

申込期間 ： 令和５年４月１1日（火）午前１０時 ～ 定員に達するまで

【電話受付】10：00～21：00 【電子申請】10：00～2３：５９(初日のみ)

・希望する学級生は次年度への継続参加が可能です。閉級式の際に希望を取りまとめます。継続される学級生は次年度の計画・運営に携わります。
・やむを得ず内容や日程、講師を変更する場合があります。また、やむを得ず中止となり、予定回数が開催できない場合があります。予めご了承ください。

・詳しい内容は、各会場にお問い合わせください。

発行：富士宮市社会教育課 ☎（0544）22－1186

【受付初日に定員を超える場合】

翌日に社会教育課が抽選を行います。

参加の可否については、初日申込者全員に実施施設から翌日以降お知らせします。

【受付初日に定員に満たない場合】

翌日の10時00分から、先着順で受け付け、定員に達し次第終了します。(電子申請不可)

HPは⇩から 電子申請は⇩から
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※4月11日は先着順ではありません。11日に定員を超える場合は抽選となります。

※託児の申し込みを希望される場合は、受講申し込み時にお伝えください。（託児人数は学級により異なります）
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優しい気持ちになれる読み聞かせ

講師：深澤　宏介（深澤味噌店） 講師：スポーツ振興課職員 講師：佐藤　優子 講師：社会教育課（読書サポーター）

曜日
時間 木曜日　９：４５～１１：４５ 水曜日　９：４５～１１：４５ 月曜日　９：４５～１１：４５ 火曜日　９：４５～１１：４５

５
月

１９日　　開級式　　　　※金曜日開催 １０日　　開級式 １５日　　開級式 ９日　　開級式

しらいと学級
白糸・上井出地域学習センター ℡５４－１７５０施設

味噌つくり

講師：スポーツ振興課職員 講師：波多野　よしみ
講師：西消防署上野分署職員　

会場：西消防署上野分署
講師：深澤　宏介（深澤味噌店）

講師：深澤　宏介（深澤味噌店） 講師：土井　智子（DOI FARM） 講師：岩田　裕美(プレジール)

７
月

２０日 １２日 ２４日　※消防署の状況により変更・中止あり １１日

体スッキリ！ヨガ＆リンパケア
あけびつるで

オンリーワンのかごを作ろう

６
月

１５日                      １４日 １２日 １３日

魅力いっぱい♬　
オリジナルポーセラーツ

無添加味噌づくり 美味しいバターと丸パン作り
ポーセラーツ

☆お気に入りの模様で楽しもう☆

講師：西消防署北分署職員　
会場：西消防署北分署

９
月

２２日　　　　　　 　　　　※金曜日開催 １３日 １１日 １２日

子育てママのための
時短！簡単！野菜料理

ミネラル酵素ドリンク講座
無添加味噌づくり＆
炊飯器で作る塩麹

アイシングクッキー

８
月

８日　※消防署の状況により変更・中止あり

子供たちと消防署を知ろう！

９日

親子でブルーベリーの
摘み取り体験（おみやげ付き）

講師：佐野　彰秀
会場：いづみ加工所

忙しいママへの究極の時短レシピ

講師：岩田　徹(岩田種苗店） 講師：齋藤　淳子 講師：社会教育課（読書サポーター） 講師：富士宮市食育ボランティアななくさ会

講師：富士宮市食育ボランティアななくさ会 講師：山路　まり子(Round Heart) 講師：深澤　宏介（深澤味噌店） 講師：黒田　綾子

１９日 １１日 １６日 １０日

ぷっくり♡カワイイ
多肉植物を育てよう！

講師：金山　薫

１２
月

１１
月

１５日　　　　　　　　　 　※水曜日開催 ８日　　閉級式 １３日 １４日

クリスマスからお正月まで
長～く飾れるリース作り

子供と作りたいスイーツ
～ポーセラーツ～
ＤＩＹ特別な食器に

ステンドグラス
クリスマスのオーナメント作り

講師：野田　栄子(あさぎりハーブシオン）

１２日　　閉級式

お正月の寄せ植え

講師：岩田　徹(岩田種苗店）

２１日　　閉級式　　　　※金曜日開催

可愛くデコ🎄
クリスマスのアイシングクッキー

講師：加藤　香織（AROME（アローム）)

１１日　　閉級式

身近な野草を使った、
家庭でできる温活講座

講師：佐野　命

学級 きらら学級
駅前交流センター　℡２２－８１１１

おおふじ学級
大富士交流センター　℡２８－００２４

とみおか学級
富丘交流センター　℡２１－３３０５施設

講師：高瀬　文江 講師：佐野　美帆（Lumieru）

茶道体験
～お茶の作法を学ぼう～

親子で楽しむ絵本のお話
１０
月

曜日
時間 木曜日　９：４５～１１：４５ 木曜日　９：４５～１１：４５ 水曜日　９：４５～１１：４５

５
月

１８日　　開級式 １１日　　開級式 １０日　　開級式

「子育て世代のおかねの話」
「ふるさと納税」

バランスボール 身体を整える骨盤ストレッチ

講師：静岡県金融広報委員会 講師：佐藤　優子 講師：土屋　佳名子

親子で消防署見学しよう♪

講師：岩田　裕美(プレジール)

安心・無添加！味噌作り ゆったりヨガでリフレッシュ
楽しくはずんで笑顔満開　

バランスボール体験

学級 しばかわ学級
芝川公民館　℡６５－０４０２

ゆの学級
柚野公民館　℡６６－０１００

うえの学級
上野・北山地域学習センター　℡５８－０２５６

６
月

１５日 ８日 １４日

初心者🔰も安心！
ヒップホップで楽しく体を動かそう！

一足早い七夕アイシングクッキー アイシングクッキーづくり

講師：佐野　朱梨(Ｓｈｉｎｙ☆Ｒｏｏｍ) 講師：丸山　朱里 講師：丸山　朱里

７
月

１３日 １３日 １２日

レジンでハンドジェルケースデコと
イニシャルキーホルダーを作ろう

幼児の救急対応
エアロビクス

楽しく体を動かす短時間集中講座

講師：小林　恵理（Tink  ティンク） 講師：消防本部職員 講師：加茂　いづみ

講師：井出　智子

講師：深澤　宏介（深澤味噌店） 講師：渡井　尚子

１２
月

１４日　　閉級式 １４日　　閉級式 １３日　　閉級式　

クリスマスのタルトケーキ
ステンドグラス

クリスマスのオーナメント作り
Ｙｏｇａ

講師：渡辺　直美（ホームメイドハピネス）

１１
月

１６日 ９日 ８日

満足度120％　アイシングクッキー 無添加みそとあまざけ作り 香りを楽しむアロマキャンドルづくり

講師：川口　景子

８
月

講師：金山　薫

９
月

２２日　　　　　　 　　　　※金曜日開催

１０
月

１９日 １２日 １１日

年間を通して飾れるリースづくり ハロウィンパーティー料理
バランスボール運動

身体をはずませる有酸素運動で
　　　　　　心も身体もリフレッシュ

講師：野田　栄子(あさぎりハーブシオン） 講師：渡辺　直美（ホームメイドハピネス） 講師：佐藤　優子

１４日 １３日

忙しいママでも
ラクラク作れる時短料理

秋のポーセラーツ 日常生活の上手な節電を学ぶ

講師：小野 圭子 講師：岩田　裕美(プレジール) 講師：関東電気保安協会

受講するときは…

★マスクの着用

★事前の体温測定

こまめな

★手洗い・手指消毒

こまめな ★換気

をお願いします

新型コロナウイルス感染症予防のため

ご理解とご協力をお願いします

★受講当日に発熱や具合が悪い場

合は受講をご遠慮ください★

9

募集

9

募集

9

募集

6

募集

6

募集

8

募集

9

募集


