
百幼大学 子育て学部 29年度講座一覧 
「百幼大学 子育て学部講座！」は子育てに必要なお話や情報、学びの場を提供し、育児と育自ができる勉強会で

す。百幼大学で見事 10単位以上を獲得した方は、年度末に子育て学部初等科修了証をお渡しします。 

履修科目一覧表 

 内容 講義ポイント 会場 備考 

1 

 

2 

単位 

凸凹家族のママだけど 

前を向いたら元気になった話  

～しっかり前を見て歩く為の 

美姿勢レッスン付き～ 

講師 佐久良 有希乃 さん 

自閉症の娘を持つ佐久良さん。毎日

忙しいし、いろんな出来事だら

け・・。それなのに、とっても元気

で前向きなのは、その姿勢に秘密あ

り！前を向いたら元気になるその

秘訣と、実際に美しい姿勢になる特

別レッスン付きです。 

5月 1日（月） 

12：45～14：45 

百石幼稚園ホール 

中ズック 

持参 

 

2 

2 

単位 

薬膳マイスターに学ぶ 

自分で自分を整える薬膳ライフ入門 

講師 三ヶ田 理恵 さん 

普段の生活に取り入れられる「薬

膳」を、薬膳マイスター・国際薬膳

食育師 2 級の講師から学びます。薬

膳の試食あり！体質診断あり！で、

健康薬膳ライフ入門です。 

5月 29日（月） 

10：00～12：00 

百石幼稚園2階会議室 

白ご飯一膳分 

（試食時使用） 

食材費 300円 

当日、薬膳材料の

販売もあります。 

3 

2 

単位 

佐久良 有希乃 さんの 
元気が出るオペラ 

～童謡から歌劇まで～ 

ソプラノ歌手 佐久良 有希乃さん 

オペラ歌手が童謡を歌ったら？こ

んなに楽しくなりました。ママたち

には、有名な歌劇を間近で鑑賞で切

るチャンス！ぜひお越しください。 

6月 15日（木） 

12：30～14：00 

百石幼稚園ホール 

 

4 

1 

単位 

はははの話 

  ～除菌歯磨きに挑戦しよう～ 

      

歯の磨き方、自信ありますか？磨き

すぎると歯が削れるってしってい

ますか？長く大事に付き合うため

の除菌歯磨きに挑戦しましょう。 

7月 19日（水） 

10：45～11：30 

百石幼稚園ホール 

歯ブラシ 

手鏡 

5 

2 

単位 

玄米食堂の健康ランチづくり 

講師 自然食品の店＆玄米食堂 

代表取締役 西舘 三津子 さん 

玄米食堂で人気のマクロビオティ

ックメニューを、実際に作りながら

学びます。 

9月 4日（月） 

10：30～12：30 

おいらせ町内予定 

エプロン・三角巾 

筆記用具 

食材費 1,500円 

6 

 

1 

単位 

楽しく運動！代謝アップ！ 

ジャザサイズ 

講師 中村宏美 さん 

ジャズダンスとエクササイズの融

合した、新しい運動「ジャザサイ

ズ」。体を動かしすっきり爽快です。

子どもも一緒に動きましょう！ 

 

10月 11日（水） 

10：30～11：30 

いちょう体育館 

内履き運動靴・水・

タオル、ダンベル１K

×2、なければ 500ml

のペットボトル×2、

ヨガマットか大判バ

スタオル 

7 

1 

単位 

秋を楽しむ 

オータムコンサート 

 講師 みきの会 前田美樹 さん 

ピアノコンサートです。親子で素敵

なピアノを聞きながら、心に栄養を

届けましょう。 

日頃は子連に敷居が高いコンサー

トも、今日は安心ゆっくり楽しめま

すよ。 

11月 15日（水） 

10：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

 

8 

1 

単位 

冬に活躍アロマクリーム作り 

  講師 吉田 恵美 さん 

大人気のアロマクリーム作りです。

冬の乾燥肌に栄養と潤いを与えま

す。自分の好きなアロマの香りを選

べは、世界で一つのマイクリームの

出来上がり！ 

12月 1日（金） 

13：30～14：30 

恵みカフェ 

13：30～14：30  

百石幼稚園 

30ml 1,200円 

9 

1 

単位 

子どもの発達を促す 

育脳体操ＢＢＡ  

講師 吉田 恵美 さん 

子どもも大人も元気になれる、自分

の力を十分に発揮できる、育脳体操

を学びましょう。親子で一緒に行い

ます。 

1月 24日(水) 

10：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

ヨガマット 

  

百幼大学へようこそ！参加費無料でこれだけの学びができるのは、百幼大学だけ！学びは明日の自分を変えます。ぜひ多数のご参

加をお待ちしております。まずは、別紙参加希望用紙に記入して、幼稚園まで！単位カードをもらったら、さあ新しい世界へ GO!  

                        百幼大学学長 吉田恵美 

 

 



百幼大学 子育て学部講座 申込書 

       所属（〇を付ける） 在園保護者 卒園保護者 一般  参加者氏名 

 内容 会場 参加に〇 

1 

 

2 

単位 

凸凹家族のママだけど 

前を向いたら元気になった話  

～しっかり前を見て歩く、美姿勢レッスン付き～ 

講師 佐久良 有希乃 さん 

5月 1日（月） 

12：45～14：45 

百石幼稚園ホール 

 

2 

2 

単位 

薬膳マイスターに学ぶ 

自分で自分を整える薬膳ライフ入門 

講師 三ヶ田 理恵 さん 

5月 29日（月） 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2階会議室 

 

3 

2 

単位 

佐久良 有希乃 さんの 

元気が出るオペラ ～童謡から歌劇まで～ 

ソプラノ歌手 佐久良 有希乃さん 

6月 15日（木） 

12：30～14：00 

百石幼稚園ホール 

 

4 

1 

単位 

はははの話 

  ～除菌歯磨きに挑戦しよう～ 

      

7月 19日（水） 

10：45～11：30 

百石幼稚園ホール 

 

5 

2 

単位 

玄米食堂の健康ランチづくり 

講師 自然食品の店＆玄米食堂 

代表取締役 西舘 三津子 さん 

9月 4日（月） 

10：30～12：30 

おいらせ町内予定 

 

6 

1 

単位 

楽しく運動！代謝アップ！ 

ジャザサイズ 講師 中村宏美 さん 

10月 11日（水） 

10：30～11：30 

いちょう体育館 

 

7 

1 

単位 

秋を楽しむ オータムコンサート 

 講師 みきの会 前田美樹 さん 

11月 15日（水） 

10：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

 

8 

1 

単位 

冬に活躍アロマクリーム作り 

  講師 吉田 恵美 さん 

12月 1日（金） 

13：30～14：30 

恵みカフェ 

 

9 

1 

単位 

子どもの発達を促す 

育脳体操ＢＢＡ  

講師 吉田 恵美 さん 

1月 24日(水) 

10：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

 

 

★希望者には、日程が近くなりましたら再度参加の予定をお伺いします。 

★材料費は、基本的に当日払いです。やむを得ず急に欠席した場合、アロマクリームなど物をお渡しできる

のものは、お渡しします。食事などは予約変更できた場合のみ返金になります。ご了承ください。 

★この他、追加で単位取得ができる講演会などが増えましたら、順次お知らせします。 

★日程等に変更がある場合は、園だより等でお知らせします。ご確認ください。 

 


