
鳥取市生涯学習推進講座「麒麟のまちアカデミー」　令和４年度鳥取市民大学（技能コース）【前期】

１市６町（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、香美町、新温泉町）

にお住まい、または勤務されている１８歳以上の方を対象とした講座です。

（会場A…鳥取市文化センター、会場Ｂ…鳥取市福祉文化会館　　各講座月２回、全10回　　時間：18：30～20：30　）

定員 会場 曜日 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回

骨盤メンテナンス教室
（骨盤のタイプに合わせたストレッチ・体
幹トレーニング編）

美バランストレーニング教室　

（体のメンテナンストレーニング編） 

メンタルヘルストレーニング教室
（心理カウンセラーによる、心が軽くなる
リラクゼーションヨーガ編）

書道①教室（山陰蘭亭書道会）
（古典を学ぶ編）毎月、課題に沿って学
び、昇級を目指します。

書道②教室（山陰蘭亭書道会）
（書に親しむ編）暮らしの中で感じる言葉や名言名句を
織り交ぜながら、実用的な書を楽しみます。

華道①教室（池坊）

（ビギナー編）

華道②教室 （池坊）

（スキルアップ編）

茶道①教室（茶道遠州流）

（初級編）

茶道②教室（茶道遠州流）

（初級編）

（※上記日程は変更になる可能性がございます。※茶道①と②の内容は同じです。日程のみ異なります。）

募集期間　　3月18日（金）１０時 ～ ４月８日（金）１７時まで

　　　　　　　　　　※申込多数の場合抽選です。なお、お申込みは期間厳守でお願い致します。
　　　　　　　　　　抽選結果は全員の方へ４月１５日（金）までに文書でお知らせ致します。
開催場所　　鳥取市文化センターまたは鳥取市福祉文化会館
　　　　　　　　　 上記で会場をご確認ください（※Ａ会場、Ｂ会場とも、お申込先は鳥取市文化センターです）。
　　　　　　　　　
受　講　料　　各教室3,000 円

　　　　　　　　   ※ただし、材料費として華道教室は9,000 円、茶道教室は1,200円が別途必要です。
               　受講料（華道、茶道は別途材料費も）は、受講決定通知が届き次第、令和4年4月2７日（水）
                 までに鳥取市文化センター受付にてお支払いいただくか、通知に記載の銀行口座にお振込

　　　　　　　　　みください。（お振込み手数料は受講者負担です。）

申込方法　　右記のＱＲコード、鳥取市文化センター（鳥取市民大学）ホームページ内にある申込みフォ
　　　　　　　　　 ーム（http://tottori-shinkoukai.or.jp/shidaimailform.html)、鳥取市文化センターに
 　　　　　　　　  申込書を直接ご持参または郵送、ＦＡＸで送信してください。ご不明な点がございましたら、
　　　　　　　　　 鳥取市民大学ホームページ内のメールアドレスまたは電話にてお問い合わせください。

◆ご注意ください
　　　　●　記入もれ等の不備があった場合は、お申込みが無効となることがございます。
　　　　●　スマートフォンからご応募いただく場合、重複送信してしまう可能性があるため、応募完了後は、
　　　　　　　必ず送信した際のタブは閉じてください。
　　　　●　ご送信いただいた後に自動返信メールや、その他連絡事項をお送りしております。
　　　　　　　shidai@tottori-shinkoukai.or.jpからのメールを受け取れるよう設定をお願い致します。
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＊申込及び問い合わせ先＊
麒麟のまちアカデミー事務局
（鳥取市文化センター内）
鳥取市吉方温泉三丁目７０１番地
ＴＥＬ0857(27)5181 ＦＡＸ 0857(27)5154

内閣官房新型コロナウィルス感染対

策の基本的対処方針、鳥取県新型コ

ロナ警報、鳥取市コロナシグナルの

開催基準に基づき、延期もしくは中

止になる場合がございます。

（お申込ﾌｫｰﾑ）

裏面も
ご確認ください

仕事帰りの余暇活動に、
心身のリフレッシュに、
参加してみませんか？



  　鳥取市民大学（技能コース）【前期】受講生募集をご覧いただきましてありがとうございます。受講にあ
　たりまして、次の事項にご注意ください。

  ①  お申込みから受講開始までの流れ

　　　お支払い後に、ご自身の都合によりキャンセルをされた場合、費用はお返しできません。
　　　講座欠席に伴う返金はできません。
　　　講座によって、受講場所が異なります。表面で会場をご確認ください。
　　　（※Ａ会場、Ｂ会場とも、お申込み先は鳥取市文化センターです）。

  ②　受講開始時刻の厳守をお願いします。

  ③　無断欠席の無いようにしてください。
      欠席の場合は、電話連絡（鳥取市文化センター０８５７－２７－５１８１）をしてください。

  ④　受講中に、記録用として職員が写真撮影を行う場合がありますが、決して外部へ出ることはございませ
      んので、予めご了承ください。

  ⑤　新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクの着用を必須とします。また、受講前には手指のアルコ
      ール消毒並びに検温をお願いします。手指消毒液と検温器は、１階事務所前と、各受講会場入口に設置
      しています。

  ⑥　次の項目に該当する場合は、受講をお控えください。　
      (ア)　受講日に平熱を超える発熱がある。（概ね３７．５度以上）
      (イ)　過去２週間以内に、
            ・　平熱を超える発熱がある。（概ね３７．５度以上）
            ・　咳やのどの痛みなどの風邪の症状がある。
            ・　だるさや息苦しさ、臭覚や味覚の異常がある。
            ・　新型コロナウイルス感染症の陽性者と濃厚接触がある。
            ・　同居家族や知人等に感染が疑われる方がいる。
            ・　政府から入国規制、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航または、当該在
                住者との濃厚接触がある。

  ⑦　新型コロナウイルス感染対策等により、開催日時の変更、あるいは中止となる場合があります。そ
      の場合は、こちらから申込書に記載されている連絡先に連絡します。

  各教室で必要な準備品等がございますので、ご確認ください。ご不明な場合は、鳥取市文化センター事務室   
 （０８５７－２７－５１８１）までお尋ねください。

　骨盤メンテナンス教室 準備品
　・運動のできる服装、ヨーガマット、水分補給用の飲料。
　・館内には、更衣室がございませんので、各自が事前に着替えて受講してください。
　・受講時に体調が悪くなった場合には、各自で判断し決して無理をせず、必ず講師に申し出て指示に従って
　　ください。

         鳥取市生涯学習推進講座「麒麟のまちアカデミー」
     鳥取市民大学（技能コース）【前期】お申込みをご予定の皆さまへ

お申込み

３月１８日～４月８日 １７時まで 期間厳守

鳥取市文化センター（鳥取市民大学）ホーム

ページの申込みフォーム、または鳥取市文化セ

ンターに申込書をご持参いただくか、ＦＡＸで。

抽選 抽選結果通知

４月１５日までに全員の方に抽選結果をは

がきでお知らせします。

当選された方には

文化センターの口座が記載されています。

お振込み

通知に記載されている口座にお振込みください。

手数料は受講者負担です。４月２７日までにお

振込みか文化センター窓口でお支払いのない場

合はキャンセルとみなします。

受講開始

A会場かB会場か確かめてください。

教室に必要な物品をお持ちください。



  美バランストレーニング、メンタルヘルストレーニング教室準備品
　・運動のできる服装、ヨーガマット、水分補給用の飲料
　・館内には、更衣室がございませんので、各自が事前に着替えて受講してください。
　・受講時に体調が悪くなった場合には、各自で判断し決して無理をせず、必ず講師に申し出て指示に従って
　　ください。

　書道教室①②　（山陰蘭亭書道会）準備品
　・書道道具一式（半紙・墨汁及び手本は講師より斡旋があります。）

　華道教室①②（池坊）準備品
　・材料費（花代）として９，０００円を受講料３，０００円とあわせてお振込みください
　　受講料・材料費は一括でお振込み・お支払いいただきますよう、お願いいたします）。

　茶道教室①②（茶道遠州流）準備品
　・遠州流の扇子、袱紗、懐紙（講師より斡旋があります。約３，０００円程度）、筆記用具
　・材料費（茶菓代）として１，２００円を受講料３，０００円とあわせてお振込みください。
　　受講料・材料費は一括でお振込み・お支払いいただきますよう、お願いいたします。

　　　【申込・会場A：鳥取市文化センター】 【会場B（茶道教室のみ）：鳥取市福祉文化会館】

〒　　 　　　－ 骨盤メンテナンス教室 □　骨盤のタイプに合わせたストレッチ・

住       所 　　　体幹トレーニング編

美バランストレーニング教室 □　体のメンテナンストレーニング編

（ふりがな） メンタルヘルス □　心理カウンセラーによる、心が軽く

氏       名 トレーニング教室 　　　なるリラクゼーションヨーガ編

書道教室（山陰蘭亭書道会） □　①古典を学ぶ編

□　②書に親しむ編

① 華道教室（池坊） □　①ビギナー編

② □　②スキルアップ編

茶道教室（茶道遠州流） □　①初級編

□　②初級編

※新型コロナウィルス感染症対策、教室開講等に関して電話連絡する場合がございます。

    

③

連絡先　電話番号やﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで連絡可能なものを

　　　　　　　できれば2つ以上ご記入ください。

日程・その他注意事項ををご確認のうえ、ご希望の教室の□に✔をしてください（複数可）

令和４年度市民大学（技能コース）【前期】　申込書

※駐車場が満車の場合は、わらべ館屋外駐車

場をご利用ください。福祉文化会館1階事務

所で駐車券処理後、最大２時間２０分無料と
なります。

※茶道①と②の内容
は同じです。日程の
み異なります。

キリトリ線

※第２駐車場をご利用の方は、文化センター1
階事務所で無料駐車券をお渡しします。



       
 

　

（華道教室）

（美バランストレーニング、

メンタルヘルストレーニング

教室）

（茶道教室）
（骨盤メンテナンス教室）

（書道教室）


