
知りたい・学びたい をかなえます

minokamoまちづくり出前講座
●出前講座は、日常生活や身近な問題など、役立つ情報を楽しみながら学んでいただくことを目的としています。
●申込みできる方は、市内在住・在勤・在学の概ね５人以上のサロン、サークル、学校などの団体です。
●お申込みに応じて、講師が皆さんの地域・学校・集の場などへ出向き講座を開きます。
●３編から成る、講座メニューをご用意しておりますので、
いろいろな機会にぜひご活用ください。

市民編 市民が講師となって自らが学んだことを伝えます。

教職員・民間事業所編 民間企業や大学教授などが業務や活動を紹介します。

公共機関編 市など公共機関が行っている業務や活動を紹介します。

③調 整
●担当課が講師と日
程などを調整し、申
込者に実施決定を通
知。
●詳しい講座内容な
どは、決定通知に記
載の電話番号から、
講師と直接打合せ。

講師募集中

ご自分で学んでこられ
たこと、また普段の活
動や事業を市民の方へ
広く知っていただくた
めに、ぜひまちづくり
出前講座をご活用くだ
さい。

①講座を選ぶ
●メニューから希望
の講座を選択。
●講座の開催時間帯
は、原則として午前
10時から午後9時ま
での間で、2時間以
内。

②申込み
●開催予定日2週間
前までに、申込書に
必要事項を記入し、
直接、FAXまたは
メールで申込み。
ｱﾄﾞﾚｽ 
manabi-c@city.min
okamo.lg.jp

④出 前
●開催日に、申込者
が指定した会場へ講
師が出向き、講座を
実施。
●終了後は、開催報
告書をご提出くださ
い。

【講座メニュー・申込書】 市ホームページでもご覧いただけます。
【お願い】 出前講座は学習の場であり、苦情や要望などをお聞きする場ではございませんので、ご理解いただき申込みください。
【申込み・問合せ】 美濃加茂市生涯学習課（生涯学習センター）TEL 0574-25-4141 FAX 0574-28-1109

●受講料 無料● 令和３年度版



〔実費は１人あたりの金額です。〕

ジャンル 番号 講　　座　　名 お届け役 内容 対象者 曜日 時間 実費 その他

着付け 101 ゆかたの着付け教室 山田 香代子 初心者の方も簡単。ゆかたの着付けと創
作帯結びでお出かけしませんか。

指定なし

歴　史 102 中山道の歴史を学ぶ（中山道太田宿散策） 美濃加茂観光案内ボランティア

中山道会館―本陣門―脇本陣―祐泉寺
等
ご希望の時間により案内コースが変わり
ます。

午前9時～午後５時
本陣・脇本陣見学は要相談
英語での観光案内も可能（土日祝日
限定）

手　芸 103 パワーストーンでピアス・イヤリング作り パワーストーンコーディネーター　長谷川　小百合 お好きなパワーストーンを選んで、ピア
ス、イヤリングを作ります。

成人～高齢者 午前・午後 1,000円～2,000円 他アクセサリーは要相談
持ち物：老眼鏡（必要な方）

104 フラワーアレンジ教室 日本フラワーデザイナー協会　講師　渡辺　友子 生花、プリザーブド、ブーケ、リース等 1,500円～2,000円

105 ハンキングバスケット教室 日本ハンギングバスケット協会　マスター　渡辺　友子 壁にかけたりつるしたりする花かざり 2,000円～3,000円

106 寄せ植え教室 岐阜県寄せ植え華道協会　正師範　渡辺　友子 寄せ植え 1,000円～3,000円

107 プリザーブドフラワー教室 山田 香代子 プリザーブドフラワーを使って独自のアレ
ンジメントをしてみませんか。

500円～

①ハーバリウム 要相談1,000円～、交通費500円 持ち物：はさみ、新聞紙

②プリザーブドフラワー＆アートフラワー 要相談1,800円～、交通費500円 持ち物：ワイヤーの切れるはさみ
木工用ボンド、新聞紙

③フレッシュフラワー 要相談1,000円～、交通費500円 持ち物：花はさみ、新聞紙

109 結婚相手の探し方

110 婚活イベント必勝法

111 結婚相談所の選び方

112 町おこし・婚活イベント成功事例 イベント主催者向け・・・応談可

113 親のための代理婚活
子供の結婚生活心配ではありませんか?
子供が婚活を前向きにする方法

114 今年こそは結婚しよう!相応しいお相手選び
誰よりも早く結婚する計画!記憶に残る自
己紹介

指定なし

指定なし

指定なし(120分程度)

材料費　要相談
交通費　市内無料

持ち物：筆記用具、身分証明書（写真
付き）

市民編１

どなたでも

指定なし

花

どなたでも

108 花を楽しむ①②③ フラワー装飾技能士　安江 伊都子 小学生～高齢者

生活 仲人士　上田　文代

要望に応じます

どなたでも



ジャンル 番号 講　　座　　名 お届け役 内容 対象者 曜日 時間 実費 その他

115 Dogボランティアクラブ Ｄｏｇボランティアトレーナー　坂本　政子
直接セラピー犬とふれあう体験等を行いながら動物を
通じて命と食の大切さ、障害福祉への関わり方を
学ぶ

指定なし(100～120分程度)

116 カラーセラピーと色育 詳細はお問合せください。 指定なし 100円

117
リズムに合わせて楽しく手話を学ぼう
(楽しい手話)

リズムに合わせて簡単な手話会話を覚えてみませんか 指定なし(90分程度)

118 マヤ暦で楽しい子育て
それぞれの役割にそった生き方、つきあい方を
することで人生が楽しくなります。

指定なし(40分～90分程度) 持ち物：筆記用具

119 マナー講座　マナー美人を目指して 接遇インストラクター　太田　明美 接遇の基本・社会人マナー 小学生～高齢者 100円

120 小児ガンの早期発見 鈴村　和好 詳細はお問合せください。 幼児～小中学生

121 幸せになれるラフターヨガ（笑いヨガ） ラフターヨガアンバサダー　上田　ふみよ
・ラフターヨガ体験
・企業研修：コミュニケーション能力UP、生産性UP、離
職率ダウン

指定なし
5000円～（企業研修の場合）
交通費　市内無料

持ち物：ヨガマット（バスタオ
ル）、水筒、汗拭きタオル、名
札

122 薬に頼らない身体作り 体質改善アドバイザー　上田　ふみよ
・昭和育ちと平成育ちのちがい（常識のちがい）
・人生101年時代の生き方
・薬は病を治さない!薬の数の減らし方　他

資料1人500円
交通費　市内無料

お薬手帳（ある場合）

123 脳イキイキ　はつらつシナプソロジー シナプソロジーインストラクター　太田　明美 詳細はお問合せください。

124 美と健康のためのアロマ講座
不眠、肩こり、むくみ、ダイエット、風邪予防などにアロマ
を活用する健康講座。手作りせっけん、美容クリームな
どアロマを使った手作りコスメ講座など

小学生～成人 要相談500円～

125 ストレスや健康のためのアロマ講座
ストレス、不眠、うつ、アトピー、花粉症などになどにアロ
マでアプローチ、改善するためのアロマ講座

成人 要相談1,000円～

126 お薬まるわかり講座＋α 薬剤師　太田　敏晴 詳細はお問合せください。 成人～高齢者 月・土を除く 午後 100円

127 音楽に合わせて健康体操 足立　利津子

懐かしい曲に合わせて歌を歌いながら体操します。中
高年齢者を対象に健康の維持管理を目的とし、誰でも
手軽に動かすことができる簡単な手足の動きを組み合
わせた体操を音楽にのせて行います。

中高齢者 土・日・月・木 午前・午後

128 高齢者の健康づくり 兼岩　久雄 体と脳に対する講話（高齢者向きの簡単な運動を含む） 高齢者 指定なし 指定なし

129 スカットネス 渡邉　達也
呼吸を重視した空手道をベースとして考案したフィットネ
スである「スカットネス」を行う

成人 日 午前(60分程度)
運動できる服装で
参加すること

お菓子 130 グルテン・動物性フリー
身体にやさしい簡単お菓子作り

安江　伊都子 詳細はお問合せください。 小学生～高齢者 指定なし 指定なし(120分程度) 材料費500円～ 持ち物：エプロン、マスク、
三角巾、ふきん、手拭き

市民編２
〔実費は１人あたりの金額です。〕

持ち物：筆記用具
ナードアロマテラピー協会
アロマインストラクター・セラピスト
藤井　啓愛

福　祉
教　育

指定なし

健　康

ローズアンドセラピー代表(マヤ暦アドバイザー、
カラーインストラクター)
山田　香代子

どなたでも

指定なし



ジャンル 番号 講　　座　　名 お届け役 内容 対象者 曜日 時間 実費 その他

自然 201 土の中の小さな生きものを観察しよう 加茂農林高校自然科学部
ツルグレン装置を自作し、身近な土の中から小動物を
抽出、顕微鏡を使って、その多様性を知る。

木、金
午後・夜間
(60～80分程度)

材料費500円

202 園芸施設入門
園芸福祉に関する講座と草花やハーブ、精油を使った
ワークショップ

午前・午後
(120分程度)

203 世界の珍しい植物講座
ラフレシア、バオバブなど世界中の珍しい植物を紹介し
ながら、進化の過程で形成された植物の驚くべき特徴
を紹介します。

午前・午後
(60分程度)

204
フラワー装飾の歴史を知る①
オランダ編

絵画を通してオランダのフラワー装飾の歴史を探りま
す

PC、プロジェクター・スクリーンの
準備が必要

205
フラワー装飾の歴史を知る②
イギリス編

なぜイギリスは園芸大国になったのか？フラワー装飾
の観点から歴史をひもときます

「フラワー装飾の歴史を知る①」の後に
受講されると理解が深まります。
ＰＣ・プロジェクター・スクリーンの準備
が必要

206 家庭でできる花の管理総合講座
植物を管理する上で欠かせない植物の生育するしく
み」や切花を長く観賞する方法について講義

緑化 207 「みどり」と快適な環境
街路樹や公園など身近な「緑」を題材に、気候変動や
温暖化の課題解決にもつながる快適な環境づくりにつ
いてお話します。

午前・午後
(60分程度)

208 水力発電所、ダム見学会 関西電力　今渡水力センター
水力発電所、ダム見学会の場所は今渡、兼山、大井
限定

月～金
午前・午後
(60分程度)

開催予定日の1カ月前までに予約必要

209 自動車と環境
自動車を取り巻く環境問題について、初学者を対象に
わかりやすく講義します。

交通費実費
中日本自動車短期大学施設（教室等）
での実施可能

210 モックカーレースに挑戦しよう！
モックカー（木製模型）の制作を通してモノづくりを体験
し、クルマやカーレースに親しむ機会を提供します。

小学生
交通費実費
材料費1,000円

中日本自動車短期大学体育館
での実施可能

211 高齢者のための交通安全教室

ここ最近、高齢ドライバーによる交通事故が多発してい
ます。こうした事故を未然に防ぐためには、どのような
点に注意したらよいか、高齢者のみなさんを対象に交
通安全教室を開催します。

成人～高齢者 交通費実費
中日本自動車短期大学施設（教室等）
での実施可能

212 安全に飛ばす為のドローン講座
JUAVAC　ドローンエキスパー
トアカデミー岐阜校

法律やその他条例など飛ばす上での必要な知識をお
伝えします。

月～土 指定なし 交通費1,000円

福祉 213 福祉用具の使い方 エムエスサービス 車いす、ベッド、手すり、電動カート等の体験 月～金 指定なし

坐禅 214
坐禅入門
“坐禅の仕方、呼吸法を知り、実際に体験する”

正眼短期大学
座禅体験しながら禅の心の講話を聴講し、実生活にお
いて心を楽にする（安楽）方法を知る。

金・土　※ 指定なし
持ち物：座布団
※第1.3金曜日の午後は除く。
夏・春休み中は曜日の調整が可能

〔実費は１人あたりの金額です。〕

環境

ｴﾈﾙｷﾞｰ

中日本自動車短期大学
工学教育研究室

応相談

教職員・民間事業所編１

安全

花

国際園芸アカデミー

どなたでも

要相談

午前・午後
(90分程度)

どなたでも



ジャンル 番号 講　　座　　名 お届け役 内容 対象者 曜日 時間 実費 その他

210 終活勉強会 （株）のうひ葬祭
生きている限り100%おとずれる死について自分の事として家
族の事を考えてみましょう。

どなたでも

211 最近のお葬式事情セミナー （株）のうひ葬祭
お葬式の流れや昨今急増している家族葬についてわかりや
すく解説いたします。

成人～高齢者 持ち物：筆記用具

212 冠婚葬祭の常識・非常識 （株）中濃互助センター 詳細はお問合せください。 どなたでも

213 新入社員向け研修
新入社員のために、生活設計や生命保険の加入、見直しの
際に必要な基本的な知識を、公的保障と私的保障をふまえ
て、わかりやすく解説します。

214 子育て世代の生活設計と生命保険
もしもの時に家族を経済的に支えるための生活保障と生活
保険について、初めて生命保険と向き合う方にもわかりやす
く解説します。

215 公的年金と個人年金
老後資金の自助努力による準備手段の１つである、生命保
険会社で取り扱う個人年金保険等について、公的年期制度
の概要とともに解説します。

216 生命保険の基礎知識
生命保険への加入や見直しを検討する際に意識すべき「必
要保障額の考え方」やその他生命保険の基本的な知識につ
いて、わかりやすく解説します。

217 医療保険と介護保険
生命保険で取り扱う医療保険・介護保険の加入時や受取時
の留意点を公的医療・介護保険制度をふまえて解説しま
す。

218 定年退職準備
充実したセカンドライフを送るための経済的な準備の考え方
を解説します。※マネープランなど資産運用に関する内容で
はありません。

219 セカンドライフと生命保険
生命保険の見直しのポイントや保険金の受取に関する留意
点等、高齢期における生命保険との付き合い方について解
説します。

高齢者※

220 所得税の基本（源泉徴収と年末調整）
給与所得を題材に、所得税の概要や基本的な計算過程をお
話しします

どなたでも
午前・午後
(90分程度)

税務に関する具体的な相談・助言は
行えないことを予めご了承ください。

221 アルバイトと労働法 アルバイトを行う際に知っておきたい「働く時のルール」につ
いてお話します

高校生、大学生
午前・午後
(60分程度)

222
高齢者が寝たきりになる原因
「サルコペニア（筋肉が減少する症候群）」について

あいかわ薬局 詳細はお問合せください。 高齢者 水

223 認知症予防の化粧療法 あいかわ薬局
認知症予防のためのお化粧教室で、新しいチャレンジ、新し
い自分の発見で毎日を元気に！

高齢者 指定なし

224 管理栄養士による高齢者の栄養講座 あいかわ薬局
高齢者にとってこれからの健康に
必要な食事を知る。

高齢者 火・水 午前・午後

教職員・民間事業所編２
〔実費は１人あたりの金額です。〕

指定なし 指定なし

(公財)生命保険文化センター

成人※

持ち物：筆記用具
※一般　２０名以上
職員・従業員　１０名以上
実施時間　90分～120分

成人～高齢者※

要相談

指定なし

健康

生活

国際園芸アカデミー



ジャンル 番号 講　　座　　名 お届け役 対象者 曜日 時間 実費 その他

301 みのかも定住自立圏

302
自分らしく生きるために
～第3次みのかも男女共同参画基本計画～

303 第６次総合計画の推進 企画課

305 まち・ひと・しごと創生総合戦略「Caminho[カミーノ]」について 地域振興課

306 わがまちの財政事情

307 市の予算について

308 選挙管理委員会による選挙出前講座 選挙管理委員会 小学生～高校生 土、日曜日以外 夜間以外
講座実施時間は、基本６０分
状況に合わせて時間や内容などは
調整できますので、ご相談ください。

309 新しい市役所をいかしたまちづくり～新庁舎整備基本構想から～ 企画課

310 できることからはじめよう！多文化共生のまちづくり 地域振興課(多文化共生)

311 自治会公民館の新築・改築・修繕の計画がありますか？ まちづくり課

312 市民が主役のまちづくり講座（初級） 水 午後1時半～3時

313 市民のまちづくり推進講座（活動者用）
水（午前）
金（午後）

水曜→午前9時～正午
金曜→午後1時～4時半

314 ペットの防災について学ぼう どなたでも 火 午後(30分程度) 持ち物：筆記用具

315 ゴミの減量化・リサイクルについて

316 緑のカーテン講座

317 地球温暖化講座

318 生物多様性を知る講座

319 外国人向け　ごみ出し講座 指定なし

320 ダンボールコンポストで生ごみ減量 指定なし 材料費500円程度

321 やってみよう　チャレラン大会！ 市子ども会育成指導委員会 小学生までの団体 土・日 午前・午後

322 「ほっとトーク 」　～みんなで話そう～ 市青少年育成市民会議 中学校までの保護者団体 指定なし

323 親子であそぼう！ ０～３才就園前親子

324 園長先生の｢子育てのお話｣

325 言葉の発達｢あいうえお｣ カナリヤの家

326
児童虐待の予防について
～子どもを大切にする地域を目指して～

こども課 成人 指定なし

環境 環境課

月～金

午前・午後

どなたでも

子育て
・
教育 指定なし

各地区保育園長・こども課

月～金

就学前保護者

持ち物：筆記用具
日にち・時間は要相談

公共機関編１

高校生～高齢者

〔実費は１人あたりの金額です。〕

市政

地域振興課 どなたでも

財政課

小学生～高齢者

指定なし 指定なし

指定なし指定なしどなたでも

地域振興課
（市民活動サポートセンター）

まちづくり



ジャンル 番号 講　　座　　名 お届け役 対象者 曜日 時間 実費 その他

327 よい歯ではっぴい！歯の健康教室

328 健康長寿は歯と口の健康から　～口の渇きやむせが気になっていませんか～

329 認知症を学び地域で支え合おう（認知症サポーター養成講座） 長寿支援センター 月～金 曜日・時間は要相談

330 障がい者の福祉サービス 福祉課 指定なし

331 みんなで支える介護保険制度 高齢福祉課 月～金 曜日・時間は要相談

332 始めてみませんか『ふれあい・いきいきサロン』
～高齢者の介護予防と福祉のまちづくり～

成人～高齢者 指定なし

333 生活支援コーディネーターってなーに？～ご近所のつながりづくり～ どなたでも 曜日・時間は要相談

334 ACPをご存知ですか？～エンディングノート～

335 今聞きたい！長寿支援センター保健師の小話(こばなし)　※詳細は次ページをご覧ください

336 知って得するメタボ講座

337 がん検診を受けよう

338 こころの健康づくり

339 おいしく！楽しく！食べて健康づくり 材料費要相談

340

ゲートキーパー養成講座

※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人
のことです。特別な資格は要りません。誰もがなることができます。

対象者や状況に合わせて時間や内
容などは調整できますので、ご相談
ください。

341 楽しく歩こう！ウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」みのかも版 成人～高齢者 指定なし(30～60分) 持ち物：スマートフォン

スポーツ 342 あなたもやってみませんか！軽スポーツ
（ミニテニス・ユニカール・キンボール・ピロポロ・ドッヂビー）

スポーツ振興課
スポーツ推進委員

どなたでも

343 図書館の上手な使い方 小学生～高齢者

344 読み聞かせのコツ~本の選び方、ふれあい方~ どなたでも

345 街角のパブリックアートを見る

346 市内の自然と歴史の散策

生活 347 みんなで学ぼう！「あい愛バス」乗り方教室 地域振興課 どなたでも 指定なし

財産
管理

348 ダマしとる手口にご用心！ 長寿支援センター 高齢者 曜日・時間は要相談

349 災害・あなたはどうする？　何をしておく？ どなたでも

350 高齢者交通安全・防犯教室 高齢者

指定なし

午前・午後

火～木図書館図書

文化 文化振興課 成人 火～日

高齢者福祉
・
介護
・
健康

健康課

公共機関編2
〔実費は１人あたりの金額です。〕

歯の健康 健康課 指定なしどなたでも

指定なし

社会福祉協議会

どなたでも

指定なし

どなたでも

長寿支援センター 高齢者

月～金

指定なし

月～金防災
・
安全

防災安全課
午前9時～午後16
時



※講座番号３３５ 今聞きたい 長寿支援センター保健師の小話（こばなし）

健康づくりに関する小話と脳や体を活性化させる体験を組み合わせた内容です。 

「小話」と「体験」は枠の中からお選びください。 

「小話」メニュー

・正しい姿勢でのウォーキング   ・季節の変わり目の過ごし方   ・心の健康 

・旬の食べ物と健康   ・薬の正しい飲み方

「体験」メニュー

・楽しく笑って認知症予防 コグニサイズ体験    ・身も心もリラックスストレッチ体験 

・懐かしい想ひ出話に花を咲かせて頭も心も若返り 回想法体験 


