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生涯学習だより
和光市生涯学習マスコット“なびい”
「なびい」の名前は、学びのなびとナビゲーター（道案内人）のナビを掛け合わせています。

生涯学習
スローガン

学び育てる豊かな心
人が育てる豊かなまち
人間都市　和光

セッション1「大人の常識」

セッション2

「�神話と歴史�
～その神社の御祭神、知っていますか?～」

■対象：市内在住・在勤・在学の人
■定員：30名　■費用：無料
■�申込み：10月20日（火）までに電話、Eメール又は市役所4

階生涯学習課窓口で。応募者多数の場合は、抽選の上、結
果と受講要領を10月22日（木）までに郵送します（予定）。

■場所：中央公民館・会議室1
■時間：13：30～15：30　■定員：40名
■�申込み：10月1日（木）から、電話又は窓口で

問生涯学習課 生涯学習担当 ☎424-9150 h0300@city.wako.lg.jp

コース名 回 日にち 場所・時間 内　　　容 講　　　師

医療保健
コース

1 10月29日（木）

中央公民館
研修室

13：30〜15：30

認知症について （独）国立病院機構 埼玉病院 神経内科 医長 石川 晴美
2 11月5日（木） 白内障について （独）国立病院機構 埼玉病院 眼科医師 堀 祥子
3 11月19日（木） 小児の睡眠と健康について（仮題） 国立保健医療科学院 統括研究官 土井 由利子
4 11月26日（木） すまいと健康について（仮題） 国立保健医療科学院 主任研究官 大澤 元毅

科学
コース

1 12月10日（木） iPS細胞の再生医療 理化学研究所 伊藤ナノ医工学研究室 主任研究員 伊藤 嘉浩
2 12月17日（木） 宇宙の環境問題と第二の地球 理化学研究所 戎崎計算宇宙物理研究室 基礎科学特別研究員 塚本 裕介

法と税
コース

1 1月7日（木） 成年後見制度について 裁判所職員総合研修所 裁判所書記官研修部 教官 小林 圭一
2 1月14日（木） 夫婦・親子・相続を巡る諸問題 司法研修所 教官（判事） 池田 知子

3 1月21日（木） 所得税の基礎知識
〜 所得税の仕組み、確定申告書作成のポイント、最近の税制改正など〜

税務大学校総合教育部 主任教授 高須 貢

4 1月28日（木） 日本の近代化政策における酒税の役割 税務大学校 研究調査員 今村 千文
外部

キャンパス
コース

1
11月17日（火）

~19日（木）
税務大学校和光校舎

13：30〜16：45
【税務大学校公開講座】

※詳しくは、本号15ページ又は税務大学校ホームページ参照

回 日にち 内　容 講　　師
1 11月10日（火） 伊勢の神さま 学習院大学

非常勤講師
林 東洋

2 11月24日（火） 八幡さま
3 12月8日（火） お稲荷さま

市民大学
2015 市には、国の研究・研修機関が数多くあります。

その機関の講師が市民大学に毎年「英知」を届けてくれています。
「知りたいこと」を学ぶのは「今」、さあ、この秋からです!

わこう市政学習おとどけ講座に新しいメニューを追加しました

対　　象　�市内に在住・在勤・在学する、原則として5名以上の団体、グループ
開催日時　9：00～21：00の間の2時間以内
開催場所　市内。会場は講座の申込者が設定してください。
費　　用　�講師費用は無料。ただし、会場使用等で費用がかかる場合は、講座の申込者が

負担。
申　　込　�講座を希望する30日前までに、「講座申込書」を生涯学習課へ提出。ご希望の

日時に添えない場合がありますので、事前にお電話ください。
注意事項　��①講座は、政治、宗教又は営利を目的とした催しには利用できません。�

②批判や苦情等は講座の中ではお受けできません。�
③1団体が開催できるのは1日1講座です。

職員講師編

分類 タイトル 内容 担当 所要
時間

まち 和光市公共施設白書 和光市が所有する公共施設
の現状についての説明 総務課 45分

くらし かしこい消費者を
目指そう!

ロールプレイングを用いた消
費生活に係る諸問題の学習

市民活動
推進課

1時間
福祉

和光市子ども・
子育て支援事業計画

地域包括ケアシステムの構築
による子ども・子育て支援と
わこう版ネウボラの取組

福祉政策課

和光市地域福祉計画
（和光市社会福祉協議会地
域活動計画）

地域課題を解決するための自
助・互助・共助・公助を基本と
した地域福祉を推進するまち
づくり

第四次和光市障害者計画
第4期和光市障害福祉計画

共生社会を実現するための地
域包括ケアシステムの構築

和光市健康づくり
基本条例・
健康わこう21計画

わがまち・わが地域の
健康づくり

市民講師編

分類 タイトル 内容（対象） 開催日時 所要
時間

スポーツ 誰でもできる
和光市民歌体操

和光市民歌に合わせてできる体操（立位・座位）
を覚えて健康づくりに役立てましょう。

（対象：小児～高齢者）
応相談 30～

45分

生活 気軽に
イタリアン

家庭でも簡単にできるパスタやパン、デザート
を作ります。（対象：大人） 平日 9：00～13：30 3～4

時間

第30回�南公民館まつり� 問 南公民館 ☎463-7621
日時 10月16日（金）～18日（日）9：30～16：30（最終日は15：30まで）
展示 16日（金）～18日（日）9：30～16：30（最終日は15：00まで）
運動  16日（金）10：00～15：00 バドミントン 

17日（土） 10：00～11：30 フォークダンス、13：00～15：00 剣道
出演 18日（日） 10：00～15：30 吹奏楽、フラダンス、ハーモニカ、 

フラメンコ、バンド、金管アンサンブル、和太鼓、 
ゴスペル、民謡、ハワイアン、詩吟、カラオケ、コーラスなど

実演  16日（金）14：00～14：30 ミュージックベル 
17日（土）10：00～10：30 二胡、10：30～11：30 弦楽合奏 
17日（土）、18日（日）10：00～15：00 茶道お点前

模擬店  16日（金）11：00～ パン販売（すまいる工房） 
18日（日） 10：00～ 手打ちそば、わたあめ、ポップコーン、 

フランクフルト、玉こんにゃく、野菜販売、弁当、飲み物、 
チョコバナナ、ゲーム、やきたてパン、ブラジル料理

利用団体協議会  17日（土） 11：00～12：00/14：00～14：30 クイズ大会 
※雨天中止 
18日（日）10：00～14：00シールラリー

特別イベント 18日（日）10：00～15：00子ども茶道実演

第19回�中央公民館文化祭�問 中央公民館 ☎464-1123
日時 10月15日（木）～25日（日）
展示  15日（木）～25日（日）絵画・書道・工芸・活動発表など 

※作品によって展示期間が異なります。
実演  23日（金）囲碁実演 

24日（土） 中間セレモニー 
茶道、ダンス、社交ダンス、スポーツ、コーラス など

 25日（日） 詩吟、舞踊、カラオケ、体験ラリー（囲碁、将棋、語学、楽器 など） 
ワコレンジャーショー、ことばの部屋 など

※詳細はパンフレットをご覧ください。
※23日（金）・25日（日）は17：00閉館、24日（土）は20：00閉館です。

図書館については3ページをご覧ください。
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