
笛吹市民講座

選挙人名簿
　選挙権を持っていても、実際に投票するためには、笛吹市選挙
管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
　この名簿を選挙人名簿といいます。
　次の２つの条件を満たして、初めて名簿に登録されます。
①笛吹市に住所がある満18歳以上の日本国民
②笛吹市に住民票が作られた日から、引き続き3カ月以上住んでい
る

選挙に関するあれこれを発信する「選挙」豆知識
第3回目の今回は、選挙人名簿についてお伝えします

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111

笛吹市選挙管理委員会　笛吹市明るい選挙推進協議会

有権者のみんな、
注目！

NO.3「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみませんか？～

名簿登録は年4回（3・6・9・12月）。このほかに選挙
が行われるときにも登録されるよ。いったん登録さ
れると抹消されない限り永久に有効だよ。

前期講座のご案内
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教
室

ボルダリングで体力、筋力ＵＰ！
講師 山森 政之 先生
会場 ピラニア
日時 ９月５日・１２日、１０月１７日・２４日（各月曜日）

午後７時３０分～９時

定員 1０人定員 25人

定員 60人

ボルダリングとはフリークライミングの一種で、最低限の道
具（シューズ、チョーク）で岩や石を登るスポーツです。
数少ない山岳指導員（スポーツクライミング）の資格を持
つ指導者が指導します。体力アップや筋力アップに最適な
スポーツです。
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脂肪燃焼プログラム
講師 半田 美恵子 先生
会場 境川スポーツセンター
日時 6月2日・9日・16日・23日、7月7日・14日・21日、8月25日、

9月1日・8日・15日・29日、10月6日・13日・20日
（各木曜日）　午前10時～11時30分

レンタル料 5,000円

軽快な音楽に乗って動くエアロビックダンスで、カロリー消
費を促し、太りにくい体を作るためのトレーニングで基礎代
謝量アップを図ります。運動を日常生活にバランスよく取り
入れて、さらなる健康生活をスタートさせてみませんか。
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教
室

教
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フットワーク・エクササイズ
講師 半田 美恵子 先生
会場 御坂農村環境改善センター
日時 9月6日・13日・27日、10月4日・18日・25日

（各火曜日）　午前10時～11時30分

床に置いたフラフープリングの中へ、指定された形式でリ
ズミカルに入ったり出たりするオリジナルエクササイズで
す。下肢だけでなく上肢の動きもプラスして、全身運動へ
と発展していきます。

定員 15人講師 山口　徹 先生
会場 春日居あぐり情報ステーション
日時 6月19日、7月24日、8月7日、9月11日、

10月16日（各日曜日）　午後1時～2時30分

篠笛代 2,000円

篠笛を吹いてみませんか・・・初心者向け教室です。楽譜
が読めなくても篠笛を楽しめます。笛吹権三郎にゆかりあ
る笛吹市。篠笛から笛吹市を盛り上げてみませんか。
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初心者・篠笛教室

資料代 500円

資料代 500円
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びっくりぽんの～ちぎりパンづくり～
講師 早川 亜希子 先生
会場 いちのみや桃の里ふれあい文化館
日時 6月11日･25日(各土曜日)

午前9時30分～午後１時

定員 24人定員 25人

定員 15人

作って楽しい、見てかわいい、食べて美味しい、びっくり
ぽんのちぎりパンづくりにチャレンジします。子どもたちが
大喜びすること間違いなし。
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着付け教室～おしゃれに帯結び～
講師 村松 祐子 先生
会場 御坂農村環境改善センター
日時 9月8日・15日・29日、10月6日・13日（各木曜日）

午後7時30分～9時30分

材料費 2,000円

お持ちの着物を着こなしましょう。お太鼓と変わり結びを覚
えて、気楽におしゃれを楽しみましょう。
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ノルディック・ウォーキング教室
講師 沢田 美千代 先生
会場 境川スポーツセンター（最終日は金川の森）
日時 9月30日、10月7日・14日・21日（各金曜日）

午前10時～11時30分
レンタル料 1,500円

専用の２本のポールを持って歩くフィンランド生まれの新し
い健康法。ポールを持ちながら歩くことで上半身も使い肩
甲骨周りが効率よく動き、肩こりの予防改善にも効果的。

定員 10人講師 末木 弥栄子 先生
会場 境川坊ケ峯ふれあいセンター
日時 6月4日・18日（各土曜日）

午前10時30分～午後0時30分

材料費 3,000円

酵素ブームの中で、今注目を浴びている「酵素玄米」（3
日間寝かせてから食べるご飯）と「雑穀ご飯」の炊き方を
学び、腸美人を目指しましょう。

定員 15人講師 半田 美恵子 先生
会場 若彦路ふれあいスポーツ館
日時 6月7日・14日・21日・28日(各火曜日)

午前10時～11時30分

受講料 無料

トレーニングマシーンの使い方を慣らしながら覚えましょう。
毎回、少しずつ運動レベルをアップしていきます。

定員 20人講師 沖津 香奈子 先生
会場 スコレーパリオ
日時 6月12日、7月3日、8月7日、9月4日、10月2日

（各日曜日）　午前10時30分～正午

材料費 4,700円

初心者でも大丈夫。紙でできるいろいろなことを楽しむ講座
です。お花のフレームやリース、クイリングで作るマグネット、
カード式のスクラップブッキングやデコパージュを作ります。
サンプルをスコレーセンター事務所前に展示しています。

定員 20人講師 中村 美穂 先生
会場 スコレーセンター
日時 6月1日・8日・15日・22日・29日（各水曜日）

午後8時～9時30分

資料代 500円

ヒップホップを初めて踊る人にも楽しく踊ってもらえる講座
です。
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料理で学ぼう腸美人

受講料 無料

定員 20人講師 白須 寛子 先生
会場 学びの杜みさか
日時 6月6日・13日・20日・27日（各月曜日）　

午後7時30分～9時

山梨県が誇る世界遺産の富士山について、成り立ちや信仰
などさまざまな面から、お得な豆知識をお話しします。

受講料 1,000円

定員 15人講師 樋川 けい子 先生
会場 学びの杜みさか
日時 6月10日・17日（各金曜日）　

午前9時30分～11時30分

あこがれのリバティプリントで手作りしましょう。クラフトマ
ーケットで活躍中の作家が、ネックレスなど２点の作り方を
教えます。

材料費 3,500円

定員 15人講師 矢川 まゆみ 先生
会場 境川総合会館
日時 9月7日・14日・21日（各水曜日）

午前10時～11時30分

温かくて優しい風合いの羊毛を専用のニードルでチクチク
刺し固め、ハロウィンリースを作ります。見本を境川総合会
館事務所前に展示しています。

材料費 3,300円
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富士山を学ぶ13教
室トレーニングジム講習会18

リバティで手作りを楽しむ14教
室

教
室

教
室

教
室

教
室 大人可愛いペーパーデコレーション19

羊毛フェルト教室15教
室初心者のためのヒップホップダンス20教

室
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