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芸術鑑賞講座

～フェルメール、ルーベンス、ムンク～
●日程・内容
　　　　　① 9 月 28日（金）フェルメール～魅惑の絵画世界
　　　　　②10月 5 日（金）ルーベンス～バロックの誕生
　　　　　③10月 12日（金）ムンク～北欧の叫び

●時　間　午後２時～４時
●会　場　北部公民館　学習室
●講　師　斎藤　陽一氏（西洋美術史研究家）
●定　員　申込み順 36人（市民優先）
●申込み　９月６日（木）午前 10時より北部公民館へ電話または窓口にてお申し込みください。

（全３回）

文化講演会

大人の食育 ー自分の健康は自分で管理ー

　日本人の平均寿命は世界のトップクラスですが，いま私たちが望むの
は，長いだけの寿命ではなく，「健康な寿命」です。日本人の死因の多
くが感染症から生活習慣病にかわってから，もう半世紀ほど経過してい
ます。今は，自分の健康を自分で管理する時代に入ったといえます。
　平均寿命は医学によるところが大きいですが，健康寿命を延ばすのは
「生活習慣」です。科学に裏付けされた健康情報を実践することによって，
健康な長寿を手に入れましょう。

●日　程　10月 19日（金）午後２時～４時
●会　場　北部公民館　学習室
●講　師　佐藤　達夫氏
●定　員　申込み順 36人（市民優先）
●申込み　9月 21日（金）午前９時から北部公民館へ電話または窓口
　　　　　にてお申込みください。

講師　佐藤　達夫氏
（食生活ジャーナリスト，
　女子栄養大学非常勤講師，
　埼玉県食の安全県民会議委員）

展覧会を楽しもう



平和講座

健康教室

敗戦と復興 ～ その光と影（全２回）（全２回）敗戦と復興 ～ その光と影

（全４回・保育付き）
健康エクササイズでバランスのとれた体づくり

　米ソ冷戦下でのオリンピックの開催（1964 年）へと至る現代史を、当時のＳＰレコー

ドの音源を聞き、映像の資料を使いつつ、庶民の心性を垣間見ながら紐解きます。

　ストレッチやリズム体操を取り入れ、楽しみながらバランスの良い健康な体づくり
を目指しましょう。

●日　程　 ① 10月 10日（水）占領下の社会
　　　　  ② 10月 17日（水）復興からオリンピックへ
●時　間　 午後 2時～ 4時

●会　場　 北部公民館　学習室

●講　師　 上田　誠二氏（横浜国立大学非常勤講師）
専門は日本近代史・教育史・音楽史（史学博士・東京都立大学）。著書に『音
楽はいかに現代社会をデザインしたか』（新曜社）、共著に『< 戦後 > の音楽
文化』『日本の吹奏楽史』（以上、青弓社）他。教育・音楽という切り口や労働者・
女性・障碍者という視点から研究に取り組む。

●定　員　申込み順 30名

●申込み　9月 7日（金）午前 9時から北部公民館へ電話または窓口にてお申込み下さい。

●日　程 ① 10月 16日　② 23日　③ 11月 6日　④ 13日　火曜日
●時　間 午前 10時 30分～正午

●会　場 北部公民館　学習室

●講　師 高松　光子氏（健康運動指導士）

●対　象　65歳以下で全ての回に出席できる市民の方

●保　育 1 歳 6か月以上学齢前まで 8人

　　　　 （保育オリエンテーション・10月 16日（火）午前 10時～親子で要出席）

●定　員 申込み順 20人

●申込み 9月 21日（金）午前9時から北部公民館へ電話または窓口にてお申込み下さい。

かみ た
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　　	★東部公民館（☎ 03-3309-4505）・西部公民館（☎ 042-484-2531）にもいろいろな講座があります。
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国際理解講座

（参加者の声）

・楽しく覚えられてとてもためになりました。

・今までずっと習いたかったのでとても満足です。

丁寧に教えていただきました。ぜひ、この夏は盆

踊りを踊りたいと思います。

　講座の後、7 月 14 日に実施した上ノ原地域盆踊
り大会のご案内をしたところ、8 人の方が踊り手
として参加する
こととなり、当
日は踊りの輪に
加わり、地域の
皆さんと盆踊り
を楽しむことが
できました。

　東京外国語大学教授でフランス政治史の研究を

されている渡邊啓貴氏を講師に迎えて実施しまし

た。EU 成立の歴史、2015 年から始まった欧州各

国のシリア難民の受け入れや、テロの問題を、豊

富な資料と現地での体験話も交えて解説しました。

（参加者の声）

・ヨーロッパの移民・難民問題、ＥＵの現状が理解

できた。

・難民を受け入れるＥＵ、様々な問題を抱えなが

ら前向きと感じた。難民を出している国が平和

と民主主義を築いてほしい。

・実際に現場感覚に基づいた講義でよく理解でき

ました。

公民館運営審議会だより
　平成 30 年調布市公民館運営審議会第 3 回定例会が、6 月 26 日に東部公民館において開催されま

した。（出席委員 9人、傍聴者 2人）

　報告事項では、はじめに東部公民館長から 4、5月分の各公民館の利用状況について報告があり、

各館ともほぼ前年と同様の実績であったとの内容でした。

　続いて各公民館長からの 4、5 月分の事業報告については、委員から長瀞（埼玉県）を訪ねた歴

史散歩及び春をテーマにしたお菓子作り教室に関し、定員を大幅に超える申込者のため抽選によ

り参加できなかった方々のために、再度の実施や当該事業の結果を公民館だよりに掲載するなど

の対応を求める意見がありました。

　また、保育付き事業を通じて母親の子育てに関する悩みの把握など、保育士との連携を密にし

た取組を要望する意見が出されました。

　次に、審議事項として各公民館利用団体合計 92 団体から提出された公民館利用団体登録更新申

請について、「調布市公民館利用団体の登録及び援助に関する規則」の規定に従い、一括審査が行

われました。その結果、設立当初から相当の年数が経過しているため、現在では基準要件をやや

下回っている団体が一部で見受けられるものの、各団体ともこれまでの活動実績及び今後の活動

見込み等を考慮し、すべての団体について全員一致により承認されました。　　　　　（小西健博）

「EU（ヨーロッパ連合）の現在と未来」
（７月６日（金）、13日（金）全2回実施）

初めての盆踊り
～東京音頭・調布音頭・東京五輪音頭-2020-に挑戦！
（７月１日（日）、7日（土）全2回実施）

北の杜講座（上ノ原まちづくりの会共催）

　　	★東部公民館（☎ 03-3309-4505）・西部公民館（☎ 042-484-2531）にもいろいろな講座があります。
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9 月 6日（木）午前９時から直接公民館へ。
夜間の部の利用申込みは午後 6時 30分からです。
なお、希望が重複した場合には、その時点で話し合い
または抽選をして決めていただきます。

●日時　9月 8日（土）午後２時～４時
役員会は午後１時から行います。
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■ 11 月分の会場申込み

■ 北部地域文化祭実行委員会を行います

NPO法人世界遺産アカデミーの本田陽子氏を講師に
迎えて､親子で世界遺産を知る講座を実施しました。

北部公民館の陶芸サークルメンバーの﨑玉恵美子
氏と福地崇子氏を講師に迎え
て、陶芸で好きな動物を作る教
室を行いました。11 人の参加し
た子どもたちの作品は公民館
ギャラリーで展示し、皆さんに
楽しんで見ていただきました。

（参加者の声）
・知らなかったことがたく
さんありとても勉強にな
りました。

・先生の行ったことのある
アウシュビッツ収容所の
様子を聞いて､私もいつか
訪れて平和の大切さを深
く考えたいと思いました。

（参加者の声）・生で聴くとすごい迫力があってよかった。・こんなに近くで聴

けて幸せです。・きれいな音とハーモニーで感動しました。もっともっと演奏

を聞いていたかったです。・素晴らしい演奏をありがとう。迫力があり、キレ

がある、明るくてとても楽しい時間でした。指揮をはじめとして一生懸命がす

がすがしかった。・調布に住んでいながらこのバンドが存在することを知りま

せんでした。バラエティー豊かな選曲と若い演奏が楽しかったです。

                       （ゼストブラス）
　　～夏だ。音楽でつながろう
　　　　　　　　（7月 21 日（土）実施）
　調布市を拠点に活動しているブラス

バンド「ゼストブラス」の皆さんを迎

えてライブを実施しました。猛暑の中

たくさんの参加者が集まりました。オ

リンピックにちなんだ選曲と、世界の

国歌メロディー当てクイズなどもあ

り、若さ溢れる素晴らしい吹奏楽演奏

をみんなで楽しみました。

▲ オリンピックファンファーレ、星条旗よ永遠なれ、トゥーランドット、
アイーダ他全 6曲が演奏されました。

青少年音楽ライブ

親子で学ぶ世界遺産講座

子ども陶芸教室

～世界の大切なものを知って平和を学ぼう～
（8 月 8 日（水）実施）

粘土で作る自分の好きな動物
（7月 21 日（土）､8 月 9日（木）､8 月 18 日（土）全 3回実施）

　　みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布


