
参加して 創って 楽しみ
感動と共感して満足を得よう！

NPO法人茨城県南生活者ネット
龍ケ崎コミュニケーションハウス
龍ケ崎市川崎町５番地
TEL：０２９７－６０－８０６７

韓国語教室
身近なもう一つの外国語ハングル

が読めて、そして話せて～
先生の授業に盛り上がり、
韓国を楽しんでいます。

日 時： 第１土曜日、第３土曜日
１３：００〜１４：３０

参加費： ２，０００円／月
講 師： 崔 仙花

市民塾

中学英語教室
中学で習う程度の英語で会話
ができるようにヒアリングを
重視して練習をしています。

日 時： 毎週金曜日 １３：３０〜１５：００
参加費： ５００円/回

随時交流会、親睦会等を
開催してます♪

講 師： 松原卓朗

市民塾

手話で歌いましょう
👍手話はちょっと・・・

と思っていらっしゃる方‼
歌から入ってみませんか？

楽しく手話を覚えますよ❕
サザエさんから北の宿、エールから

青い山脈など最新ソングから
なつかしいヒット曲あり

日 時： 第１水曜日
１３：３０〜１５：００

参加費： ３００円／回
講 師： 山本文子

市民塾

ノボさんと映画を語る会

映画大好きノボさん

セレクションの名画を見て
お茶しながら

語り合おう会です♪

日 時： 第2木曜日
１３：３０〜１５：３０

参加費： ３００円/回
講 師： 中村明冬

市民塾パソコン広場
コムハウスのパソコン広場は
ボランティアの先生集団が

皆さんの様々な要求に個別に
丁寧に対応します。

日 時： 毎日（要予約）
①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

参加費： １，０００円/2時間
（1時間の場合は６００円）

講 師： 原山揚雄 武藤哲郎

市民塾英語で歌いましょう

♬英語ができなくても音痴でもＯＫ！
先ずは参加してみませんか？

アメージンググレイス・ユーアーマイ
サンシャイン・イエスタデイワンスモア・
クリスマスソングなどリクエストしてネ‼

日 時： 第３木曜日
１４：００〜１５：３０

参加費： ３００円／回
講 師： 山本文子・古川朋子

市民塾

開催日：第１日曜日
１０：３０〜１２：００

（事前確認！時々変更あり）
参加費：３００円／回
参加者：年齢、性別は問いません。
話したいことがある人は用意してく
ださい。なくてもかまいません

哲学カフェ・コムコム
今、考えていること悩んでいること

誰かに話してみたいこと
集まったみんなで楽しく対話して

新しい発見が！

初めてでも楽し参加できます

新中国語教室
歴史や文化、生活など様々な話
題を楽しみながら中国語を学ん

でみませんか。
先生の巧みな授業で、中国の奥

深さも知ることができるでしょう。

日 時： 毎月第1、第３土曜日
１５：００〜１６：３０

参加費： ２０００円/月
講 師： 崔仙花 先生

（龍ケ崎市在住）

市民塾映像ｶﾌｪ
コーヒーを飲みながらテーマ

について
映像を見てみんなで話し合い、

楽しく勉強しましょう。

日 時： 第2日曜日 １０：００〜
参加費： ３００円/回
講 師： 松原卓朗

スペイン語教室
スペイン語を習得して、

陽気にスペイン旅行をしよう。
初めてでも安心！

日 時： 第１木曜日、第３木曜日
１０：３０〜１２：００

会 費： 3,000円/月
講 師： 矢口まみ

市民塾初心者
健康マージャン教室

はじめてでもよくわる！
麻雀入門講座

日 時： 毎週月曜日 （第1休み）
１３：００〜１６：００

参加費： 500円／回
講 師： 若松 豊

市民塾ゆるやかヨガ
やさしく気持ちのよいヨガです。

月一回の身体と心への
ごほうびです‼

日 時： 第４火曜日
１０：３０〜１１：３０

参加費： １０００円／回
講 師： 戸塚則子

市民塾
脳活
らくらくゲーム

頭と心と体が軽くなるゲーム
を間違えてもいいが心地よい
お仲間と楽しくゲームして脳
活性化
コロナ禍でも感染対策して
実施中
日 時：毎週火曜日
PM13:30～15:00
参加費：３00円／回

市民塾

スクエアステップ

ぼけ防止！軽やかステップ
新しいエクササイズ！

日 時： 第２木曜日10:00～11:30
第４木曜日13:00～14:30

参加費： ５００円/回
講 師： 高梨明子

笑いヨガ
笑いで心も身体も健康に

ストレス軽減、笑いで解消
リモートで2次元中継

コロナ禍でも家で笑いヨガ
インドのドクターカタリアが1995年に

考案し世界に普及

日 時：毎週月曜日 8:00～8:30
毎週火曜日 15:30～16:15

参加費： 200円/回
講 師： 岸泰子・松原卓朗

ドクターカタリア

市民塾絵手紙教室
会えない時期だからこそ

絵手紙を描いて送りましょう‼
家族や友人も

とっても喜んでくれます。
私ももらったら嬉しい💛

日 時： 第３土曜日
１０：００〜１２：００

費 用： ８００円/回
講 師： 高橋千代子

市民塾ニットさろん
初級から上級へと

好きな編み物に熱中したい方
楽しく製作しましょう！

日 時： 第１水曜日
１０：００〜１２：００

参加費： ２００円／回＋材料費
（各自別、持ち込み可）
講 師： 徳山和江

市民塾KCNウォーキング
てくてくロードを歩こう会

コロナ禍だからこそ元気に歩きましょう‼
場所によっては特別案内があり、
新たな発見があります。
その都度設定されたコミュニティーセン
ターより出発、てくてくロードを歩きます。

日 時： 第３土曜日 １０：００〜
参加費： ２００円/回（保険代等）
講 師： 松原利子 ・ 田中 澄
場 所: 各コミュニティーセンター

市民塾スマホ教室
初めてのスマホで使い方がわからない～
モバイルショップを予約して聞きに行くの
も面倒だな～
Lineやアプリの取り方、QRコードの使い方、
疑問に答えます。
個別指導で感染対策しています。

日 時: 毎月第4水曜日
AM:10:00～12:00(一人30分)

参加費: 500円／回
( 要電話予約 )から

講 師： 川田兼磁

市民塾 市民塾 市民塾

市民塾

市民塾

市民塾

日本一楽しい

俳句講座
知識ゼロからの俳句入門

俳句を作ることによって身の回り
の「自然」「景色」が愛（いと）

おしくなります。

日 時： 第１月曜日
１３：３０～１５：００

参加費： 500円／回
講 師： 本谷英基 松原利子

五・七・五

市民塾

英語読書会
サンディエゴに長期在住経験の

六笠先生の指導のもと
英語の本を楽しく輪読しています。

日 時： 毎月第１、３、４月曜日 １０：００〜１２：００
随時交流会、親睦会などを開催しています？

参加費： ５００円/回
講 師： 六笠弘子

市民塾DIY教室
初心者大歓迎！

いろんな DIY にチャレンジ！
想像力を豊かに楽しく！

日 時： 第２金曜日、第４金曜日
午前の部１０：３０～１２：３０
午後の部１３：３０〜１５：３０

参加費： 1,500円
講 師： 小山英雄

場 所： 龍ケ崎機関車推進協議会
RLM工房＆アートミュージアム
龍ケ崎市４０３４



龍ケ崎市駅

週某所
消防署

そんなあなたに
フロアースペースをお貸します！

NPO法人茨城県南生活者ネット（KCN）は龍ケ崎コミュニケーションハウス
を利用してあなたやあなたのグループが活動したい事を応援します。そ
こで、今回は夜の部屋貸しを始めます。
グループでボードゲームやダンス練習、仲間との勉強室、会社帰りの趣
味の集りや会議室、部活の学外活動にまたオンラインゲーム、オンライン
授業、オンライン会議など、あらゆる機会にお気軽にご利用ください。

場所：龍ケ崎市川崎町５番地
龍ケ崎コミュニケーションハウス（龍ケ崎市駅徒歩１２分）

部屋の広さ： コミュニケーションハウス２F（約２３畳）
付帯設備：

ピアノ、Wi-Fi、テーブル椅子各種、ホワイトボードなど完備。

プロジェクター（別途使用料一回500円）、冷暖房完備
コロナ対策
（遠紫外線ランプ設置、次亜塩素酸水噴霧、クレベリン設置、

二酸化炭素濃度計、加湿器、換気）

時 間： １７：００〜２１：００まで
（年末年始、お盆以外は無休）

使用料： 1回 3,000円
駐車場： 無料（約１２台）

<お問い合わせ> TEL:0297-60-8067 FAX:0297-60-8092

ホームページ： coｍmuｎiｃaｔeｈouｓe.com
メールアドレス： comkcn@ｇmail.coｍ

自分がやりたいことを
する場所が無い方！
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消防署

龍ケ崎市駅

黄色い家が目印


