
045-681-6552

045-681-6554
gibun@career-rise.co.jp

TEL

FAX
E-mail

（受付時間：月～金 9時～19時 休館日：第2水曜日）

〒231-8575 横浜市中区万代町2-4-7

http://gibun.jp/
詳しくは当館ホームページをご覧ください。

講座のお申込は
当館ホームページ･メール･お電話･FAX･ご来館で承ります。

●JR京浜東北・根岸線 関内駅南口から徒歩5分
●市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅

出口2から徒歩3分

お豆腐屋さんから教わる
手づくりの贅沢豆腐

講師：横浜豆腐商工業協同組合

国産大豆と天然ニ
ガリで贅沢な木綿
豆腐をつくります。
新鮮な豆腐の深い
味わいをご堪能で
きます。
■定員：30名
■受講料：2,000円（材料費込）

洋装のプロから教わる
大人チュニックづくり

9/21（土） ・9/28（土） 全2回
13:00～16:30
講師：神奈川県洋装組合連合会 洋装技能士

しわになりにくい綿素材
を用いて風通しが良い、
ファスナーのないフレン
チスリーブのオシャレな
チュニックをつくります。

■定員：20名
■受講料：9,000円（材料費込）
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の
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の

学校
～役立つ力を身につける～

実践！
簿記・会計のキホン

①7/17（水）

簡単な仕訳から試算表
作成、決算書の解読ま
で、簿記３級程度の会
計知識を６回に分けて
学びます。

■定員：各回15名
■受講料：1回3,000円

9/1（日） 13:30～17:00
講師:ハートスパイア代表 大城 京子氏

■定員：2４名
■受講料：3,000円

陶芸教室

7/2～9/24 毎週火曜日
18:30～20:30 （全12回）

講師：陶芸家 小髙 嘉照氏

隠れたベストセラー教室。大きさや数に
関係なく好きなだけお作りいただけます。
素焼き･本焼き･釜出しまで体験できます。

■定員：20名
■受講料：12回で22,000円
（体験は計4回で8,000円）

体験講座は
7/2～9/10のうち連続2回
＋本焼き(9/17)
＋窯出し(9/24)

楽しく･美味しい！
そば打ち教室

9/28（土） ①10:00～12:00
②13:30～15:30

講師：日本そば打ち名人会
新鮮で美味しい手打ちそ
ばの香りと風味をその場
で味わってみませんか？

■定員：各回15名
■受講料：3,500円（材料費込）

Word講座

①8/3（土） 8/31（土）
基本操作､ページ設定､文字書式､
均等割り付け､タブとリーダー､
段落書式､段組み､改ページ

PowerPoint講座

基本操作､
プレゼンテーション作成･編集
オブジェクト挿入､資料作成･印刷

※パソコン講座は受講料に加え、テキスト代が別途必要です。購入済みの場合は、受講料のみでご参加いただけます。
※Word①②、Excel①②③、はじめてのPowerPoint①②、PowerPoint実用編①②は各日程とも同じ内容です。いずれか1日をお選びください。
※詳細はホームページをご覧になるか、当館までお問い合わせください。

①8/17（土） 9/14（土）

※各日、12:00～13:00および
15:00～15:20は休憩時間です。

Excel講座

基本操作､データ入力､表作成
関数 (SUM, AVERAGE)

①7/13（土） 8/4（日） 9/1（日）

Word・Excel・PowerPoint
各講座について
（Word講座特別編を除く）

■定員：各回10名
■標準コース 10:00～17:20

基本講義＋実践問題+α網羅
各回7,800円

■速習コース 10:00～15:00
基本講義のみ
各回5,200円

■実践コース 15:20～17:20
実践問題+α
復習と疑問点の解決に！
（速習コース受講済の方向け）
各回2,600円

大好評！パソコン講座

★セットでお申し込みをされますと、お得な割引になります。詳細は
ホームページをご覧ください。（初回受講時に全額支払い。お客さまご都
合のキャンセルの場合､払戻しはできません）

相手といい関係を
創るコツ

9/28（土） 13:30～17:00
講師:ハートスパイア代表 大城 京子氏

ライフオーナーシップ代表 垂水 克己氏

はじめてのパソコン講座

①9/16（祝） 10:00～15:00

②9/23（祝） 10:00～15:00

基礎知識･文字入力編

パソコン･Windowsの基礎知識
スタートボタン､マウス操作
Windows終了､電源ON/OFF
文字入力･タイピング
言語バーの使い方

■定員：8名
■受講料：全2回12,000円

視点を変えれば何気ない
ことや仕事がカラフル
に！人を輝かせるための
視点の変化や選択の仕方
のコツをお伝えします。

技文

にんべんの
かつお節教室

7/26（金） 10:00～12:00
講師：㈱にんべん 経営企画部係長

木村 絵里子氏

■定員：16名
■受講料：1,500円（お土産付）

7/11（木） 18:30～20：30

日本フードアナリスト
協 会 認 定 の 資 格 で
す。”食”に興味のある
方に最適な入門編です。

講師：(社)日本ﾌｰﾄﾞｱﾅﾘｽﾄ協会認定主任講師

青柳 崇子氏

■定員：20名
■受講料：3,500円（教材費込）

男女のコミュニケー
ションの違いや関係性
を悪くする４毒素など、
良好な関係性を創るコ
ツを学びます。

■定員：20名
■受講料：3,000円

※12:00～13:00は休憩時間です。

初心者向けのテキストを使用し
た講座です。これからビジネス
でパソコンを活用したい方が対
象です。

※8/13はお休みです。

②8/10（土） 9/7（土）
表作成､ページ罫線､テーマの設定
ワードアート､クリップアート

図解作成､アニメーション設定
特殊効果設定

②8/24（土） 9/21（土）

スライドマスター活用
プレゼンテーション有効活用

①7/14（日） 9/28（土）

既存データ活用､配布資料作成
プレゼンテーション保存

②7/21（日） 10/5（土）

ピボットテーブル･
マクロを含むブックの取扱い

⑥10/6（日）

関数 (MAX, MIN, COUNT, COUNTA)
相対参照と絶対参照､グラフ作成

②7/20（土） 8/11（日） 9/8（日）

複数シート操作､３Ｄ(串刺し)集計
データベース利用､表の印刷

③7/27（土） 8/18（日） 9/15（日）

関数 (IF, VLOOKUP) ､
関数のネスト(組合せ)

④9/22（日）

条件付書式､入力規則､シート保護､
複数ブック操作､データベース活用
(データ集計･アウトライン･テーブル)

⑤9/29（日）
ファイル整理･PC操作実践編

ファイル･フォルダの扱い･整理
タイピング､マウス操作
文字入力･文字変換実践編

①9/16（祝） 15:20～17:20

②9/23（祝） 15:20～17:20
はがきや年賀状を作成しよう！

■定員：10名
■受講料：各2,600円
（①②セットで5,000円）

差し込み印刷で名刺やラベルを
作成しよう！

～Word講座特別編～

幻の杉田梅で
手づくり梅干し

6/30（日）・7/14（日） 全2回
①10:00～12:00 ②14:00～16:00

幻の梅｢杉田梅｣を使い、本格的な梅
干しづくりをします。その後は軽い
梅料理をつくります。

■定員：各回16名
■受講料：全2回7,000円（材料費込）

講師:
東京海上日動あんしん生命保
険ゼネラルライフパートナー、
企業再建･承継コンサルタント
協同組合経営コンサルタント

鈴木 隆雄氏

㈱にんべん様のご協
力を得て、安心安全
で栄養豊富なかつお
節のすごさを知って
体感いただきます。
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②7/24（水）

各回18:30～20:30

③7/31（水）
④8/28（水）
⑤9/4（水）
⑥9/18（水）

複式簿記と簡単な仕訳

勘定科目と原価計算

総勘定元帳と試算表作成

決算書作成

決算書の見方と簡単な財務分析

決算書から見る企業評価

はじめてでもひとりで着られるようになる
ゆかた着付け教室

老舗に学ぶ｢胡麻油｣のすべて

｢岩井の胡麻油｣教室

※梅干し（1㎏）はビニール袋（ジップ
ロック）でお持ち帰りいただきます。

8/31（土） 9:30～18：30

フードアナリスト４級資格を取得す
る講座です。｢食の情報の専門家｣と
して必要な食に関する基礎知識につ
いてあらゆる角度から学びます。

■定員：20名
■受講料：38,000円（教材費込み）
※初級を受講された方は割引あり

講師：(社)日本ﾌｰﾄﾞｱﾅﾘｽﾄ協会認定主任講師

蔦 洋子氏 青柳 崇子氏

7/15（祝） 9:30～11：30

花火や夏祭りのシーズン直前にゆかたの
着付けを学びませんか？
旬の帯結びやお手入れ、保管方法なども
お伝えしながら、着崩れせず綺麗に着る
ためのポイントをマスターできます。

講師：全日本みやうち着付士技能者の会横浜支部長
みやうち着物学院

岩立 かほる氏

■定員：15名 ■受講料：2,000円

そばはお土産としてお
持ち帰りいただけます。

HEART AND BRAIN COMMUNICATION

代表 石井 宏明氏

館長の気まぐれシリーズ①

良質な食生活のススメ

9/12（木） 14:00～16:00 8/8（木） 18:30～20:30
講師：岩井の胡麻油㈱

代表取締役社長岩井 徹太郎氏

老舗｢岩井の胡麻油
㈱｣のご協力により、
胡麻･胡麻油の魅力
を存分に知って体感
いただく教室です。

■定員：16名
■受講料：1,500円（お土産付）

講師：横浜市技能文化会館 館長

西村 統行
今回のテーマは
「食生活」。自ら
の実体験から減
塩・簡単・良質な
食生活をご紹介し
ます！
■定員：16名
■受講料：500円

7/28（日） ①11:00～13:00
②14:00～16:00

はじめてのPowerPoint

PowerPoint 実用編
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横浜市技能文化会館のご案内

横 浜 市 技 能 文 化 会 館 の 催 し

貸室のご案内
横浜市技能文化会館は、低コストでご利用いただける貸室をご用
意しています。
サークルでのご利用、法人でのご利用など幅広くご活用いただけ
ます。会議室・ホール・料理研修室・オーディオルームなど、
様々なタイプの貸室があり、利便性にも優れている横浜市技能文
化会館を是非ご活用ください。
※ご予約にはご登録が必要です。詳しくは当館までお問い合わせください。

多目的ホール 料理研修室 和室 オーディオルーム

■貸室の一例（他の貸室についてはホームページをご覧ください）

□会議室（定員18名）
□オーディオルーム（定員20名）
□工芸研修室（定員36名）
□料理研修室（定員24名）
□トレーニングルーム（定員30名）
□多目的ホール（定員370名）

3時間800円～
3時間1,800円～
3時間2,300円～
3時間2,400円～
3時間2,500円～
3時間9,800円～

※営利目的のご利用については利用料金が異なります。

立体駐車場のご案内

8:00～22:00

60台

■利用時間

■利用料金

■駐車台数

20分 100円
１日最大 1,000円

車幅
1.95m

車長
4.75m

車高
1.57m

車体総重量

1.6t
以下

最大収容形状

関内駅近!
リーズナブル!

大好評！横浜市技能文化会館でフリーマーケット！
ゆったりとした雰囲気で初心者も安心！
お天気に左右されない室内会場です。ご出店ご来場お待ちしております！

■会場 横浜市技能文化会館 ２階多目的ホール

■時間 １０：００～１５：００ （搬入･受付８：３０より）

■出店料 １０００円/1区画 （机１台、イス１脚付き）

■募集数 ４９ブース ①間口２ｍ 奥行１.５ｍ ②間口２ｍ 奥行２ｍ
（どちらになるかは当日の抽選によります）

氏名･電話番号・メールアドレスを下記まで。

電 話 045-681-6552
gibun@career-rise.co.jp

出 店 者 募 集

家庭内の不用品をリユース･リサイクル目的で販売する方、もしくはオリジナルの手作り品
を販売する方が出店できます。詳細はホームページをご覧ください。

お問い合わせ･お申込み （※先着順）

E-mail

主催 横浜市技能文化会館

｢フリマ＆手づくり市｣開催 !

いつものフリーマーケットに加えて、手づくり品の出店コーナーを作ります！
趣味で｢手づくり｣をされている方、いちど出店してみませんか？
※出店者の募集や詳細は後日ホームページ(http://gibun.jp)に掲載いたします。

開催日時開催日時

会 場会 場

8月25日(日) 10時00分～16時00分
横浜市技能文化会館 ２階

※体験内容によって材料費をいただきます。

毎年大好評の【匠の学校】夏休みこども企画！

横浜の職人さんたちから直接教わる、職人体験講座です。

今年は特別に１日で複数の職人体験ができるお祭りを開催！

夏休みの思い出に、夏休みの宿題に !?

親子で職人さんの｢手しごと｣を体験してみよう！

• スクリーン印刷

• 左官屋さん

• 畳屋さん

• 大工さん

• マッサージ師

横浜発！ ◇新鮮！「都筑ファーム」横浜野菜
※毎月第１土曜日を予定

◆創業安政四年「岩井の胡麻油」
◇浜生まれ、浜育ち横浜醤油の「たべるしょうゆ」
◆「杉田梅」の手づくり梅干
◇焼きたて煎りたて作りたて

美濃屋あられ製造本舗のおかき・かきの種

職人発！ ◇畳職人の手づくり品！
国産イ草のゴザ・軽くて丈夫なエコバッグなど

◆発酵食の「自遊人」より「手焼き贅沢せんべい」
料理家栗原はるみさんもお気に入り！

横浜市技能文化会館
１階 匠プラザ内に、
職人発！ 横浜発！の
セレクト品販売コーナーを
開設し、特別販売します！
ぜひ、お立ち寄りください♪

匠の小

※詳細は後日ホームページ(http://gibun.jp)に掲載いたします。

などなど、、、
電 話 045-681-6551

gibun@career-rise.co.jp

貸室についてのお問い合わせ 横浜市技能文化会館

E-mail
Ｆ Ａ Ｘ045-664-9400


