
体験登録料体験登録料体験登録料体験登録料500円500円500円500円でででで期間中期間中期間中期間中はははは何講座何講座何講座何講座でもでもでもでも受講受講受講受講できますできますできますできます

お名前
2015/10/31作成

講座名 体験日時 持ち物 材料費 申込締切日 体験制作品

◎☆
ヨーロピアンチャイナペイント
前田　光代

１２月３日（木）
１０：００～１２：００

エプロン、ポケットティッシュ ¥1,500 12/2（水） ひいらぎの角皿

フリースタイルあばり編み
新田　恭子

１２月３日（木）
１４：００～１６：００

小さな瓶（ジャムや栄養ドリンクの空き瓶など）、はさ
み、手元を見るのに必要な方は眼鏡など

¥500 11/30（月） ミニハンギング花瓶を編みましょう

☆
かんたん！ビーズステッチ
正井　広子

１２月７日（月）
１３：３０～１５：３０

糸切りばさみ ¥1,000 12/2（水） お花飾りのビーズのリングを作ります

◎
羊毛フェルトレッスン
斎藤　友香理

１２月９日（水）
１０：００～１２：００

特になし ¥1,300 12/7（月） Ｘ'masロールケーキ

☆
ソープカービング
たかはまみほ・あさくらけいこ

１２月９日（水）
１４：００～１６：００

特になし ¥1,200 12/6（日） 石けんで作るプチケーキ

☆
アートデコパージュ　ミズ・マリコ
下坂　万里子

１２月１０日（木）
１３：３０～１６：００

はさみ（小さいもの）、ハンドタオル、エプロン ¥2,800 12/9（水） はまぐりのお箸置き

◎☆
グラスアート
曽根　真由美

１２月１１日（金）
１０：００～１２：００

はさみ、作品持ち帰り用袋、メガネ（必要な方） ¥2,000 12/6（日） クリスマス・サンタさんのかざり盾

☆
木彫　お伽
大屋　智寛

１２月１１日（金）
１４：００～１６：００

彫刻刀（4.5三角　12丸）　お持ちでない方は貸出いたし
ます。

¥1,000 12/10(木） 鍋敷き

◎☆

初心者でも楽しめる
いやしのキルト
井上　美智子

１２月１４日（月）
１０：００～１２：００

針、糸（白）、はさみ ¥1,200 12/11（金） フクロウ

☆
ヨーロピアンタッセル
奥田　敬子

１２月１５日（火）
１０：００～１２：００

糸切りばさみ ¥2,000 12/14（月） シンプルタッセルとオニオンタッセル

☆
アートししゅう教室
新田　和子

１２月１８日（金）
１４：００～１６：００

はさみ、ししゅう針、筆記用具 ¥1,000 12/17（木） クリスマスのミニ額

◎
青のポタリーペインティング
深谷　千英子

１２月２５日（金）
１０：００～１２：００

特になし ¥2,000 12/18（金） 丸皿に描く花の模様

☆
季節のフラワーアレンジメント
居森　紀子

１２月３日（木）
１０：００～１２：００

ワイヤーが切れるはさみ（ペンチ可）、持ち帰り袋 ¥3,000 11/25（水）
プリザーブドフラワーを使ったクリスマスの
テーブルアレンジ

◎☆

ＪＰＦＡプリザーブドフラワー＆
アーティフィシャルフラワー教室
今井　真理

１２月８日（火）
１０：００～１２：００

花はさみ、持ち帰り袋、筆記用具 ¥1,700 12/6（日） プリザーブドで作るクリスマスギフト

◎★
色を楽しむフラワーアレンジ
玉井　弘子

１２月９日（水）
１４：００～１６：００

持ち帰り袋（マチの付いたもの） ¥2,600 12/6（日） 迎春しめリース

◎☆
オランダ・ドイツのフラワーアレンジメント
藤本　仁美

１２月１２日（土）
１３：００～１５：００

花ばさみ、持ち帰り用袋(マチの広いもの）、筆記用具 ¥3,000 12/6（日） クリスマスのアレンジ

アドラー心理学で学ぶ
ELM（エルム）勇気づけ講座
上野　早予子

１２月３日（木）
１４：００～１６：００

筆記用具 ¥300 11/30（月）
「自分を知る」ワークを通して、ELM（講座）の
雰囲気を学ぶ

◎
子ども読み方、書き方教室
鈴木　玉楓

１２月３日（木）、４日（金）、
１０日（木）、１１日（金）
のいずれか１日
１６：３０～１８：００

１０マスノート・鉛筆（４B以上）または書道用具一式 無料 前日 ひらがな

◎
書に親しむ
鈴木　玉楓

１２月３日（木）、４日（金）、
１０日（木）、１１日（金）
のいずれか１日
１６：３０～１８：００

書道（書道用品）または
ペン字（ペン・ノート）

無料 前日 いろはうた

◎
幼児のためのかきかた教室
鈴木　玉楓

１２月４日（金）または１１日（金）
１５：３０～１６：１０ ８マスノート・鉛筆（４B以上） 無料 前日

鉛筆の持ち方、姿勢、文字の基本を学びま
す

◎

書道・ペン字
(金曜クラス）
鈴木　玉楓

１２月４日（金）または１１日（金）
１３：００～１５：００

書道（書道用品）または
ペン字（ペン・ノート）

無料 前日 いろはうた

書道・ペン字
(日曜クラス）(対象：中学生以上）
鈴木　玉楓

１２月６日（日）
１０：００～１２：００

書道（書道用品）または
ペン字（ペン・ノート）

無料 前日 いろはうた

アロハ　フラ
中島　桂子

１２月８日（火）
１４：００～１５：００

飲料水、動きやすい服装、汚れても良い靴下 無料 12/7（月） 簡単なステップ、ストレッチ

◎

ワクワク！やさしい！楽しい！
運動スクール
中野　充代

１２月９日（水）
１４：００～１５：３０

運動できる服装、運動靴、飲み物、汗ふきタオル、ヨガ
マットまたは床に敷くバスタオル

無料 12/8（火）

◎
ツボ押しストレッチヨガ
碧海（ビーハイ）

１２月１１日（金）
１０：３０～１２：００

ヨガマットまたはバスタオル ¥500 12/10(木）
自宅でも簡単にできるツボ押しストレッチ健
康法

☆
わくわく☆RyuRa　タロット
吉田　秀富

１２月１２日（土）
１０：００～１２：００

特になし ¥500 12/11（金）
ハーバルﾀﾛｯﾄを使用して自分自身を見つめ
ていくワークショップ

スコットランド式子供の育て方
河合　鈴世

１２月１４日（月）
１４：００～１６：００

筆記用具 ¥1,000 12/4（金）
英国式育児法のお話とカリキュラムのご案
内

◎

目からウロコの写真術
（花・風景）
大木　利夫

１２月１６日（水）
１０：００～１３：００

一眼レフカメラ（貸出あり）、お持ちの方は三脚とマクロ
レンズ

¥1,000 12/15（火）
スライドを使って、花の撮り方を勉強して頂き
ます

◎
初心者からの色鉛筆画
田實　千絵

１２月２日（水）
１５：００～１７：００

筆記用具、消しゴム、定規、お手持ちの色鉛筆、鉛筆
削り

¥100 11/30（月） 筆圧コントロールでグラデーションを作る

◎

WILD　FLOWER
花の水彩画
星谷　妙子

１２月４日（金）
１０：００～１２：００

水彩絵の具、パレット、筆、筆洗器、タオル、ティッシュ
等（貸出あり）

¥200 12/2（水）
冬の花、または木の実を透明水彩で描きま
す

◎
花の絵ファンタジック水彩画
川戸　直子

１２月１０日（木）
１０：００～１２：００

エプロン、新聞紙 ¥1,000 12/8（火） お花のリース

☆

カラー筆ペンで描く水滴アート
（夢ロゴアート）
岡　敏明

１２月１３日（日）
１０：００～１２：００

ティッシュペーパー ¥500 12/11（金） お花のアートと年賀状に使えるアート

◎☆
優しい日本画
竹村　寛来

１２月１４日（月）
１０：００～１２：００

絵筆（貸出あり）、手ぬぐい ¥1,000 12/7(月)
色紙に塗り絵をします
（12/7以降のｷｬﾝｾﾙは500円のｷｬﾝｾﾙ料を
頂戴します）

★印の講座は材料費の入金をもって受付となります。☆印の講座は締切日以降のキャンセルは材料をお引取り頂きます｡無印の講座は当日材料費を講師にお支払下さい｡一旦お支払頂いた材料費等は払い戻しいたしません｡　　
◎印の講座はレギュラー講座受講生と一緒に受講して頂きます。

おおおお申込申込申込申込み･おみ･おみ･おみ･お問合問合問合問合せはせはせはせは、、、、あいあいパークカルチャーあいあいパークカルチャーあいあいパークカルチャーあいあいパークカルチャー教室受付教室受付教室受付教室受付までまでまでまで　　　ＴＥＬ：　　　ＴＥＬ：　　　ＴＥＬ：　　　ＴＥＬ：０７９７０７９７０７９７０７９７－－－－８９８９８９８９－－－－５９３３５９３３５９３３５９３３　　　ＦＡＸ：　　　ＦＡＸ：　　　ＦＡＸ：　　　ＦＡＸ：０７９７０７９７０７９７０７９７－－－－８２８２８２８２－－－－３５７１３５７１３５７１３５７１
レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー講座講座講座講座へのおへのおへのおへのお申込締切申込締切申込締切申込締切は１２は１２は１２は１２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日））））ですですですです。　　。　　。　　。　　レギュラー講座のお申込は、先着順になります。お早めにお申込みください｡
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