
人材バンクをご利用ください
人材バンクとは／多様な専門的知識や技能を持つ講師が登
録されていて、登録者に講師を依頼することができます。
※団体や個人の学習を目的とし、営利・政治・宗教目的な
どの利用はできません。

講師として登録するには／文化生涯学習課への申請
が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。
人材バンク登録者一覧（令和元年５月現在）

申往復はがきに氏名、郵便番号、住所、電話番号、性別、年齢、希
望講座を記入して、文化生涯学習課へ郵送またはメールで

お試し講座『まなびゼミ』「人材バンク」の登録者が講師となって講座を開催します！

「何か趣味をはじめたい」あなたにおすすめ！

利用方法／登録者に直接連絡を取るか文化生涯学習課へ
　相談ください。
※会場は利用者側で用意してください。
※講師料は原則として無料です。ただし、必要経費（交通
費・教材費など）がかかるときは、利用する方が実費を
負担してください。

６月28日（金）（必着）
※申込少数の場合は中止となることがあります。

・申・問文化生涯学習課（☎826‐1111　内線5114
〒300‐0036大和町９‐２ manavi@city.tsuchiura.lg.jp）

講　座　名 対　象 講　師 日程 時　間 会　場 定員 受講料
転ばぬ先の杖「ノルディックウォーキング」 どなたでも 丸島秀明

７/13
（土）

９：30～12：00

生涯学習館

20人 無料
英語で話そう　健康な食生活 英検準１級程度の方 関口照雄 ９：30～12：00 10人 無料
色鉛筆の使い方　初心者講座 中学生以上 磯山昌宏 10：00～12：00 30人 無料
入学前に親子で学ぶ「数と計算の基礎」4歳～6歳児と保護者 勝山　勲 10：00～12：00 25組 １組500円
いけばな どなたでも 加倉井文子 13：00～14：30 10人 1000円
木のおもちゃを作ろう 5歳以上 水野直樹 13：00～15：00 20人 キット1個100円
「暑中見舞ハガキ」を孔版画で作ろう 中学生以上 黒川英一 13：00～16：00 10人 500円
遺産相続勉強会 中学生以上 羽成力夫 14：00～15：30 30人 無料
かんたん着付け　帯前結び 中学生以上 湊　さよ子 14：00～16：00 10人 無料
洋画入門　静物写生を描いてみましょう どなたでも 高坂一之

７/14
（日）

９：30～12：00 15人 無料
東洋占術を通して人物理解を深めよう どなたでも 黒田眞里 ９：30～12：30 35人 無料
親子で楽しく「足裏リフレクソロジー」5歳児以上と保護者 河西智絵 10：30～12：00 20組 無料
初めてのレース編み（ビーズネックレス） 小学生以上 橋田宏子 13：30～15：30 15人 1000円
英語で遊ぼう 幼児（保護者同伴）、児童 丸山　翼 13：30～14：30 15人 無料
簡単　誰でも出来る伝統ヨーガ 小学生以上 飯田英明 15：00～16：30 10人 無料
楽しく作るワンプレートで朝ごはん 小学生～高校生 土浦友の会 ９：30～12：30 一中地区公民館 16人 500円
「杖道」で一生動ける体をつくろう 中学生以上 清水勝政 ９：30～11：30 勤労青少年ホーム 30人 無料
スポーツウェルネス吹矢 どなたでも 山田和夫 13：30～15：30 15人 300円

講　師 活動分野および内容 連絡先

芸
術
・
文
化

土浦市文化財
愛護の会 土浦のむかし話を紹介 824‐3185（小林）
高坂一之 西洋絵画の描き方 841‐2950
宮本千代子 古文鑑賞 821‐4627
野口英二 俳句指導 821‐4567
磯山昌宏 色鉛筆の使い方 090‐8306‐5772
黒川英一 孔版画 090‐5395‐5129

資
格
・
技
術

賀山功太郎 パソコン、ビジネスマナー 843‐2242
村山京子 パソコン 826‐4356
勝山　勲 そろばん、数と計算の基礎 841‐6264
谷島　亘 自然体験（キャンプ指導）090‐1548‐9642
日本技術士会
茨城県支部 理科工作体験 823‐4590(松井)

趣
味
・
稽
古

小澤美知子 大正琴 090‐7902‐9030
玉沢君枝 ミニ盆栽、粘土細工 822‐6569
橋田宏子 筝曲、ビーズジュエリー 080‐1361‐3111
森　由紀子 茶道、華道 822‐5977
加倉井文子 茶道、華道 824‐0286
吉井恵美子 フラワーアレンジメント 822‐0954
浅野知子 手編み 824-4102
水野直樹 木のおもちゃ作り 090‐1995‐3396
黒田眞里 東洋占術 090‐2663‐2551
相澤保男 家相（風水・奇門遁甲） 899-7658
飯嶋佳菜恵 エジプシャンハーバリウム 090‐7710‐5731

講　師 活動分野および内容 連絡先

語
学
服部　洋 英会話（観光ボランティア） 821‐3583
関口照雄 英会話（世界の話題） 080‐6531‐0654
丸山　翼 英語入門・キッズ英語 080‐5428‐2662

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ

清水勝政 古武術「杖道」 801‐2170
大沼義明 靴の選び方・履き方 822‐0801
鈴木善徳 靴の選び方・履き方 029‐267‐7371
丸島秀明 ノルディックウォーキング 822-2263
萩谷京子 初めてのバレエ&ダンス artstudio.1972@

gmail.com
川島文子 バレエ・ストレッチ 090‐4920‐4817
小島さやか ピラティス・こどもバレエ 090‐2444‐9427
田中裕美 ジャイロキネシス 090‐2328‐1766
山田和夫 スポーツウェルネス吹矢 841‐5995
高橋かすみ 腸活（美腸アドバイザー）090‐6472‐5740
飯田英明 ヨガ・瞑想 050‐3556‐3828
河西智絵 リフレクソロジー 895‐2034

家
庭
・
生
活
・
地
域

湊　さよ子 着物の着付け 823‐3243

岩﨑かをり 文字の特徴分析 kaorinko@zpost.
plala.or.jp

観光ボランティ
アガイド協会 市内の観光ガイド 824‐2810

（土浦市観光協会）
土浦友の会 家庭料理・生活知識 842‐2242（森）
向後ひかる 色育　色で心を育てよう！ 080‐5524‐6221
羽成力夫 遺産相続について 824‐6008
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