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令和３年度 石巻市民大学「まなび舎」講座一覧
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いしのまき人財・地域創生会議

○問い合わせ・申し込みは、各講座の申込先に直接連絡してください。
１．文化芸術学会（文学、芸術、教育、趣味などに関する講座や教室）

日本画を描く（絵画教室）
自然を慈しむ心と日本
画のものの見方を基盤に
じっくり楽しく絵と向き
合いながら仕上げていき
ます。初心者の方も丁寧
に指導いたします。
開催日：第 2 日曜日、第 4 土曜日
開催時間：9:30～15:00※昼食持参
場所：石巻みなと荘 受講料：無料
※画材は教室で買い求めできます。
対象・定員：一般、高齢者・30 名
申込先：090-9420-1536
（石巻日本画研究会）

お楽しみ教室
こけ玉、オーガニック
石鹸、メディカル
アロマ、粘土、バス
ボム。お楽しみ教室
で暮らしに彩りを。
開催日：毎月 1 回
場所：石巻市、東松島市、女川町
※出張開催可
受講料：500～3,000 円／回
対象・定員：一般、中学生、親子、
高齢者・5 名～
申込先：090-2889-9602
（ラクシュミー）

キッズ❤フラダンス
お友達や先生との
絆を深めながら楽
しくフラを踊りま
せんか？思いやり、
優しさのある心を
育みます。
開催日：第１・３木曜日
17:00～18:00
場所：石巻市内
受講料： 3,000 円／月
対象・定員：小中高生、乳幼児
・20 名
申込先：090-2989-4704
（ナープア モーハラ）

アーティフィシャルフラワー
＆プリセスハーバリューム
アーティフィシャルフラワー
やドライを使い、アレンジ
メント、ハ－バリューム
を楽しく作ります。
開催日：第４土曜日
13:00～14:30
場所：蛇田公民館
受講料：3,500 円／月
※花材費により変更あり
対象・定員：一般、小･中･高生、親子、
高齢者・10 名

申込先：090-2956-0410
（ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙﾌﾗﾜｰスタジオカラー）

フラワーアレンジメントを
高品質造花で学ぶ教室

や

クラフトテープのかご作り
クラフトテープのかご
作り講座です。
1 日で作品ができあが
ります。
はさみをご持参ください。
開催日：毎月第一金曜日(変更あり)
10:00～11:40
場所：かわまち交流センター
１階ホール
受講料：1,500 円／回(材料費込み)
対象・定員：一般・先着 12 名
申込先：syukukoa@yahoo.ne.jp
（クラフトＨ＆Ｓ）

石巻市民大学「まなび舎」とは、
地域の人材育成と市民主体の学習
機会の提供を図るための仕組みとし
て設置した、市民のための大学です。
将来の石巻を展望し、市民が主体
となった生涯学習によるまちづくり
をすすめることを目的としていま
す。
なお、石巻市民大学「まなび舎」は、
次世代のリーダー育成や地域人材の
発掘、地域課題の解決を目的として
平成２７年６月に設立された「いし
のまき人財・地域創生会議」により、
設置されました。

棋力アップ!!こども将棋教室

「絵キルト」を作ろう

日々の生活が一変！
基本を楽しく学びなが
ら、心に潤いと豊かさ
を届ける大人の花時間
をご一緒に。
開催日：随時（予約制） 90 分程度
場所：フローラルセミナーSmile
（石巻市鹿又）
受講料：2,000 円／回（花材別途）
対象・定員：一般・２名
申込先：090-6683-7135
（フローラルセミナーSmile）

初心者にも有級者にも丁寧に対応し
棋力アップを目指します。
毎年の大会で上位入賞
しています。
開催日：毎週火曜日
17:00～18:00
場所：ブレーメン会館
（日和が丘 4-1-18）
受講料：1,000 円／月
対象・定員：小中学生・１０名
申込先：090-7525-4058
（ＮＰＯ法人
放課後こどもクラブ Bremen）

布で描く「布絵」描き
たい写真や下絵、お手持
ちの額などを利用して自
由な大きさで製作します。
開催日：７月４日（日）
13:30～16:00
場所：蛇田公民館
受講料：500 円／回
対象・定員：一般、小･中･高生、
親子・15 名
申込先：090-2959-8940
（石巻キルトスクエア）
※蛇田公民館共催です。

フラダンス

簡単おうちパン講座

炊飯器で作る
「その日みそ作り」講座

南国気分たっぷり
の癒しの空間で仲間
と一緒に楽しく踊り
ませんか？身体もほぐ
れ心も明るくなります。
開催日：金曜日（月 3 回）
14:40～15:40
場所：石巻市内
受講料： 1,000 円／回
対象・定員：一般、高齢者・20 名
申込先：090-2989-4704
（ナープア モーハラ）

トースターや
フライパンを使っ
て作る、誰でも簡
単手軽に作れる
パン作りを学んで
みませんか？（パンは持ち帰り。）
開催日：6/15 から 10 月まで
毎月第 3 火曜日 10:00～12:00
場所：市内調理室予定
受講料：3,000 円／回(材料費込み)
対象・定員：一般・１０名
申込先： 080-1859-7841
（ラララン）
※コロナの影響で中止の場合あり。

手作りカホンワークショップ

オペラを楽しむ会

クラシック音楽を楽しむ会

人気のカホンを
手作りします。
できたカホンは
お持ち帰り、2 時間
待てば演奏可能です。
開催日：6/26、7/10、8/28
10:00～11:00
場所：工房１階（石巻市立町）
受講料： 3,000 円／回（材料費）
対象・定員：一般、小中高生、親子、
高齢者等・４名
申込先：94-7572
（カホン工房アルコ）

オペラの映像（DVD、
BD）を楽しみなが
ら、歴史や演奏家
の生涯などを学習
し、歌手の違いを
楽しむ。
開催日：5・7・9・11・1・３月
の第３水曜日 18:00～20:30
場所：NPO 法人まちの寄り合い所う
めばたけ
受講料：300 円／回
対象・定員：一般・２０名
申込先：080-1855-8524
（まちの寄り合い所うめばたけ）

クラシック音楽
（交響曲、独奏、合唱、
バレェ・ダンス、
など）の DVD・
BD で多様な演奏を
楽しむ。
開催日：偶数月の第３月曜日
13:30～16:00
場所：NPO 法人まちの寄り合い所う
めばたけ
受講料：１００円／回
対象・定員：一般・15 名
申込先：080-1855－8524
（まちの寄り合い所うめばたけ）

炊飯器を使って
翌日には食べれる
味噌づくりを学ん
でみませんか？
実習できる大豆セット一式付き。
開催日：随時受付、10:00～12:00
場所：団体･グループ様へ出張
受講料：3,000 円／回(材料費込み)
対象・定員：一般・５名以上
申込先： 080-1859-7841
（ラララン）
※コロナ対策仕様、デモンストレー
ションスタイルの講座となります。

０からわかる仏/神道/
イスラム/キリストのお話
ブッダの教えを文学
から学ぶ、イスラムや
キリスト教徒と共存
する街にするには等、
海外経験豊かなメン
バーがお話します。
開催日・場所：応相談
受講料：会場使用料、資料代として
対象・定員：一般、小中高生、
親子、高齢者等
申込先：sishinomaki@gmail.com
（サポート石巻）

２．子育て学会（子育てや親の学び、家庭教育に関する教室や講座）

子連れでママフラダンス
子連れでフラを学び、
母親同士の交流を図り
ます。
フラは本格的！
発表の機会もあり
ますよ！！
開催日：月３回木曜日
10:00～11:30
場所：向陽、大街道、矢本
受講料：1,000 円／月 見学体験可
対象・定員：母親、親子、乳幼児
20 名
申込先：080-1830-2468
（ヘアーパナオカイオロヒア）

助産師と話そう～ハンドの
ほぐしで癒されよう～
女性の一生に携わる
助産師を身近に。
お話とほぐしを通し
て、心と体のリフ
レッシュしませんか？
開催日：偶数月の第３月曜日
10:00～12:00
場所：マタニティ・子育てひろばスマイル
受講料：500 円／回
対象・定員：助産師と話したい方・５～６名

申込先：９０-４８６８
（たまひよ応援隊）

親子でフラダンス
アットホームな
心地よい空間で親子
で一緒に楽しくフラ
を踊りましょう。
開催日：第１・３木曜日
16:00～17:00
場所：石巻市内
受講料： 4,000 円／月（親子）
(1 名での受講は 3,000 円／月)
対象・定員：親子２０組
申込先：090-2989-4704
（ナープア モーハラ）

親子足もみ健康教室
足もみ塾健康教室
足をもむとなぜ健康にいいの？
足は全身を映し出す鏡
のようなもの！足
から健康を見つめ
てみませんか？
開催日：毎月 1 回
場所：石巻市・東松島市・女川町
受講料：1,500 円／回
対象・定員：親子の場合 5 組、
一般、小中高生、高齢者等は 5 名
申込先：090-9038-8121
（ﾌｯﾄｹｱｻｰｸﾙ スマイルハート）

３．まちづくり学会（まちづくりや地域の団体活動などに必要な知識や技能を習得するための講座）
３．子育て学会（子育てや親の学び、家庭教育に関する教室や講座）

自分らしい眉を
描けるようになりましょう
眉の形、生え方の
クセをチェックして
バランスの良い眉
を自分で描けるよ
うにアドバイス
いたします。
開催日：随時開催 ６０分
場所：コスメゆい(西山町 3-4）
受講料：1,100 円／回
対象・定員：一般・２～３名
申込先：23-7415（コスメゆい）

自分とつながる
～ＮＶＣコミュニケーション～
人と人との関係に
いのちを吹き込む法
～自分とつながる～
心から湧き出る思い
やりを取り戻します。
開催日：6/18、7/16
※8 月以降未定 13:00～15:00
場所：蛇田公民館
受講料：2,000 円／回
対象・定員：一般・10 名
申込先：080-5559-3375
（Feel the love(フィールザラブ)）

水から学ぶ共生社会
「みずＣａｆé」＠石巻

出張開催フラダンス
あふれる笑顔いっぱ
いでみんなで楽しく
フラを踊り、あなた
の街を元気に活性化
させましょう。
開催日：随時（要相談）
場所：石巻、東松島、女川他
受講料： 1,000 円／回
対象・定員：一般、小･中･高生、
親子、高齢者等・20 名
申込先：090-2989-4704
（ナープア モーハラ）

キッズフラダンス
かわいい衣装で
フラダンス！最初の
習い事にも◎外国に
興味を持つきっかけ
にもなります。
開催日：月 3 回水曜日
17:10～18:10
場所：大街道
受講料：1,０00 円／回
対象・定員：小学生、年長児・１０名
申込先：080-1830-2468
（ヘアーパナオカイオロヒア）

コロナで疲れ切った心身を
癒す健康リラックスヨガ
初心者でもできる
やさしいポーズで肩こ
りや腰痛、精神的な疲
れを和らげます。
少人数制で安心です。
開催日：毎週土曜日 10:15～11:30
場所：しらさぎ台
コミュニティセンター
受講料：2,100 円／回
対象・定員：一般・４名
申込先：「彩 石巻 ヨガ」で検索
（ヨガ教室 彩－Ｓａｉ－）

「水」は命の源。
美味しい水とお菓子
でお茶っこしながら、
水環境と暮らしとの
繋がりを学びます。
開催日：6/12、8/14、11/13
場所：NPO 法人のさり
（渡波字新千刈）
受講料：1,000 円／回
対象・定員：一般、小中高生・20 名
申込先：25-1560
（NPO 法人のさり）

健康素肌を目指す洗顔教室

Let's Start!!健康な肌づくり＆あ
なたらしいメイク

正しい洗顔方法を
覚えて、健康素肌を
目指しましょう！
健康素肌で毎日が
笑顔で過ごせます
ように♡
開催日：随時 約 1 時間
場所：大街道（自宅）
受講料：500 円／回
対象・定員：一般・２～3 名
申込先：090-2997-1894
（すまいるエスコート）

洗顔方法～スキン
ケア、メイク、そ
して健康な肌は
健康な体から･･･
全 3 回で健康な肌
を手に入れよう！
開催日：随時（全 3 回）約 90 分
場所：大街道（自宅）
受講料：500 円／回
対象・定員：一般・２～３名
申込先：090-2997-1894
（すまいるエスコート）

４．スポーツ健康学会（スポーツや健康に関する教室や講座）

初級タヒチアンダンス

初級フラダンス講座

現在の会員も初心者
ばかりです。ダイ
エットに最適！真冬
でも汗だくですよ！
是非この機会に！
開催日：月 3 回土曜日
17:00～18:30
場所：大街道会館
受講料：1,500 円／回 見学体験可
対象・定員：一般、高校生、母親
・１０名（子連れ可）
申込先：080-1830-2468
（ヘアーパナオカイオロヒア）

フラを始めてみません
か？ハワイアンミュー
ジックに癒されながら
運動・美容・健康を！！
開催日：月 3 回月･水･金
各クラスあり
10:00～11:30、18:20～19:50
場所：向陽、大街道、矢本
受講料：1,500 円／回 見学体験可
対象・定員：一般、中･高生、母親、
高齢者・２０名（子連れ可）
申込先：080-1830-2468
（ヘアーパナオカイオロヒア）

笑顔とふれあいの
「キンボールスポーツ」体験会

実践 健康マージャン

楽しい 健康マージャン

毎回の成績を集計し、
月ごとに順位を競い
ます。3 ヶ月ごとに
交流マージャン大会
を行います。
開催日：毎週水・木曜日 9:30～12:00
場所：日和山会館
受講料：４００円／回
対象・定員：一般、高齢者・2０名
申込先：090-7525-4058
（日和山健康マージャン教室）
※｢ねんりんピック｣で採用されている
｢アリアリルール｣で行います。

マージャンの楽し
さを実践を通して
学べます。初心者
にも丁寧に手ほどき
しますので安心です。
開催日：毎週金曜日 9:30～12:00
場所：門脇東復興住宅集会所
受講料：５００円／月
対象・定員：一般、高齢者・32 名
申込先：090-7525-4058
（門脇健康マージャン教室）
※｢ねんりんピック｣で採用されている
｢アリアリルール｣で行います。

直径 1m20cm の
巨大ボールを
使った競技で、
大人も子どもも
笑顔になれます。
開催日：毎週日曜日 13:00～16:00
場所：中里小学校体育館
受講料：無料
対象・定員：一般
申込先：090-7079-6644（宮城
キンボールスポーツクラブ 2012）

肩･首･腰が楽になる
ほりちゃん体操

ジャズダンスサークル

石巻ポームテニススクール

ジャズダンスをベースに
簡単なアクロバット
等を取り入れた
パフォーマンスの
練習をしていきます。
開催日：月２回土曜日 9:30～10:30
※開催日が決まり次第お知らせ
場所：山下屋内運動場、市内公民館等
受講料：無料
対象・定員：一般・３０名
申込先：090-8174-4996
（Ｓ・ＢＥＡＮ企画）

初級者から上級者
向けのテニス教室
です。ラケットは
こちらで準備します。
どなたでも参加可能です。
開催日：毎週日曜日
10:00～12:00
場所：にっこりサンパーク
受講料：無料
対象・定員：一般、小中高生・40 名
申込先：090-4518-0436
（ポーム）
※ファミリースクールも受付中。

肩首腰の悩みが激減！
イスに座ったままで
できる簡単セルフ
整体。ご高齢の方も
お気軽にどうぞ！
開催日：毎月第 3 水曜日
10:00～11:00
場所：向陽コミュニティセンター
受講料：300 円／回
対象・定員：一般・８名
申込先：080-8216-4749
（快笑整体院）

５．福祉学会（福祉やボランティア活動に必要な知識や技能を習得するための講座）
「もったいない、をありがとう」に！
食品ロス削減とフードバンクに
ついて学ぶ
フードバンク活動を通して「もった
いない食品」の発生
メカニズムと、その
福祉的活用を学ぶ。
開催日：随時（要相談）
場所：出張開催
受講料：基本的に無料
対象・定員：一般、小･中･高生
・10 名（要相談）
申込先：98-5996
(一般社団法人ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸいしのまき)

紙ヒモでカゴづくり
お仲間達と紙ヒモ
でカゴづくりをして
みたい方が好きな
ものを作って楽しん
でいます。
開催日：第１金曜日
10:00～14:00（休憩有）
場所：石巻市内
受講料：無料（材料費別途）
対象・定員：一般、小学生、母親、
高齢者
申込先：23-8588
（石巻復興支援ネットワーク）

『ロゴについて』

学びを象徴する「本」
、人材の育成を象徴
する「芽」
、地域の発展を象徴する「鳥の
はばたき」を図案化したものです。
事務局：石巻市教育委員会生涯学習課
〒986-8501

石巻市穀町 14 番 1 号

TEL：0225-95-1111(内線 5054)
FAX：0225-22-5160

石巻市ホームページ内にも掲載しております。
”石巻市民大学「まなび舎」
”で検索をお願いいたします。

E-mail：islstudy@city.ishinomaki.lg.jp

