
NPO法人「秩父百年の森」設立

秩父樹液生産協同組合専務理事

　・場　所　やまなみ会館　多目的ホール

　・時　間 午前１０：００～午前１１：３０

　・参加費

　・定　員 ３０名

令和４年３月１０日発行 吉田地区の世帯数及び人口 令和４年２月１日現在

人　　　　　口
男 女 合　計

下吉田 344 440 465 905 
久長 310 270 329 599 
阿熊 58 66 53 119 
取方桜井 144 172 181 353 
上の原 263 340 322 662 
井上 268 344 362 706 
上吉田東 198 228 225 453 
上吉田西 168 206 170 376 
石間 100 103 95 198 
太田部 14 10 11 21 

期　日 内　　　容 講　　師

島﨑　武重郎　氏

千嶋　壽　氏

１，０００円（全８回）

お申込み・お問い合わせ…吉田公民館  ☎ ７７－１１００

町 会 名 世帯数

合　計 1,867 2,179 2,213 4,392 

4月28日 (木) 秩父の森はおもしろい

5月26日 (木) 戦国時代阿熊の「女の礼儀」
元秩父市文化財保護審議委
員会委員　　　　　　　　　
秩父市歴史文化伝承館運営
委員会委員

6月30日 (木) 戦国時代椋神社のお札配り

7月28日 (木) ジオパーク秩父探究コース　Ⅰ 吉田　健一　氏

8月25日 (木) ジオパーク秩父探究コース　Ⅱ 元埼玉県立総合教育セン
ター主任講師
秩父まるごとジオパーク推
進協議会上席推進員 9月29日 (木) ジオパーク秩父探究コース　Ⅲ

10月27日 (木) 近世の秩父鉱山採掘の変遷と集散地へのルート探究 中　紀雄　氏

11月24日 (木) 近代の秩父鉱山の索道の変遷と遺構
元小鹿野町教育長
秩父金山の会専門調査員

　公民館だより  (第５９号）

       
　　　　　　　

　　　　　
　　　　　
         吉田公民館  TEL ７７－１１００　

秩父郡市の自然や古くから伝わる文化・芸能・歴史等に詳しい講師を迎えて開催します

吉田公民館主催講座



☆お申込み・お問い合わせは、吉田公民館までご連絡ください☆　 ☎　　　 ７７－１１００

主催講座・クラブ 日　時 会　場 定　員 参 加 費

郷土学習教室 最終 木曜日 やまなみ会館

秩父の文化や歴史を学ぶ　全８回 （４～11月） 10：00～11：30 多目的ホール

絵手紙教室 第４　木曜日 生涯学習センター

絵手紙の基本を学びます （４～２月　全１１回） 13:30～15:30 2階　視聴覚室

笑いヨガ教室 第２　金曜日 生涯学習センター

楽しく元気になります （４～２月　全１１回） 13:30～15:00 2階　視聴覚室

エコクラフト教室 第1火曜13:30～15:30 生涯学習センター

バックや小物を作ります （４～１０月　全１１回） 第3火曜10:00～12:00 2階　視聴覚室

ステップ体操教室 第２水曜日 やまなみ会館

踏み台昇降運動 （４～７月・９～３月全１１回） 10:00～11:00 会議室

万葉集教室 第２　水曜日 生涯学習センター

万葉の世界を楽しみます (４月～２月全１１回) 13:30～15:00 2階　視聴覚室

手芸（編み物）クラブ 第３　水曜日 生涯学習センター

初心者でも大丈夫です 13：30～15：30 2階　視聴覚室

ヨガクラブ 月曜日　第3休み やまなみ会館

心と体のバランスを整えます 13：30～15：30 会議室

マクロビオティック料理クラブ 第３　水曜日 吉田保健センター

安心、安全の食材を使った料理で体の中からキレイに 10：00～12：00 調理実習室

スポーツウエルネス吹矢クラブ 第１・３　金曜日 生涯学習センター

簡単・楽しい・体に良い 13:30～15:30 2階　視聴覚室

自彊術(健康体操）クラブ 第１・３　火曜日 やまなみ会館

心身ともに健康に、自身で行う運動療法 13：30～15：30 会議室

パソコンクラブ(A) 偶数月第１・２・３火曜 生涯学習センター

レベルに合わせて学べます 19：00～21：00 2階　研修室

パソコンクラブ(B) 奇数月第１・２・３火曜 生涯学習センター

レベルに合わせて学べます 19：00～21：00 2階　研修室

ウォーキングくらぶ 第１　水曜日 やまなみ会館

正しい歩き方・姿勢を身につけましょう 13：30～15：00 多目的ホール

マクラメクラブ 第２・４　火曜日 生涯学習センター

ひもを使って作品つくり 13：30～15：30 2階　研修室

オカリナクラブ　　
第2金曜日（経験者）　　
第3水曜日(初心者）

生涯学習センター

初心者の方もお気軽にどうぞ 19：00～20：30 2階　研修室

パン作りクラブ（Ａ） 第３　月曜日 吉田保健センター

生地作り、発酵、焼き方を学びます 13：30～15：30 調理実習室

パン作りクラブ（Ｂ） 第４　月曜日 吉田保健センター

生地作り、発酵、焼き方を学びます 13：30～15：30 調理実習室

フラダンスクラブ（Ａ） 第１・３　火曜日 生涯学習センター

明るく楽しく踊ります♪ 19：00～21：00 2階　視聴覚室

フラダンスクラブ（Ｂ） 第２・４　水曜日 生涯学習センター

イベントにも参加できます 19：00～21：00 2階　視聴覚室

声に出して読もう会 第１　水曜日 生涯学習センター

絵本や詩を声に出して読みましょう 13：30～15：30 2階　視聴覚室

　 　　　　　　　☆→材料費、テキスト等含　　★→材料費、テキスト代別

30 年1,000円

21 年1,000円★

20 年1,000円

15 年1,000円★

10 年1,000円

20 年1,000円★

20 月1,000円★

15 月2,000円

16 回500円★

20 月1,000円★

15 月1,500円★

12 月1,500円★

12 月1,500円★

25
3ヶ月
2,500円

14 無料★

12 月1,000円★

8 月1,700円☆

8 月1,700円☆

20 月1,000円★

20 月1,000円★

15 月500円


