
お買い物が
できて便利♫

駐車場が
広くて安心♥2人で入会

するとお得

「お友達紹介」で
1,000ポイント贈呈
（1,000円分）

「お友達紹介」で
1,000ポイント贈呈
（1,000円分）

特典1
2講座
受講で

「複数受講」で
1,000ポイント贈呈
（1,000円分）

「複数受講」で
1,000ポイント贈呈
（1,000円分）

特典2

0766 -26 -70000766 -26 -7000
※はじめての方は入会金1,000円が必要です。 再入会金は800円です。 ただし70歳以上の方は入会金が不要です。 別途設備維持費が必要です。
 ※ご入会時には口座引落のご登録が必要です。 〈登録に必要なもの〉①2ヵ月分の受講料 ②口座番号 ③預金口座お届け印　※月によって講座の回数が変わる場合があります。それに伴い、受講料が変動することがあります。
※はじめての方は入会金1,000円が必要です。 再入会金は800円です。 ただし70歳以上の方は入会金が不要です。 別途設備維持費が必要です。
 ※ご入会時には口座引落のご登録が必要です。 〈登録に必要なもの〉①2ヵ月分の受講料 ②口座番号 ③預金口座お届け印　※月によって講座の回数が変わる場合があります。それに伴い、受講料が変動することがあります。

日本の芸能

美術工芸・手芸

健康・ダンス

趣　味

ジュニア

■講　師：増井　雅柊盈 (生田流正派大師範)
　　　 　越田　雅楽安（生田流正派師範）　
■日　時：第2・4水曜日 16：30～19：50
　　　　（1人45分）
■受講料：3,628円（月2回）

やさしいお箏と
十七絃・三絃 個別指導
やさしいお箏と
十七絃・三絃 個別指導 【昼・夜クラス】

小唄と三味線　個別指導小唄と三味線　個別指導
体験日 
２/21（水）■講　師：竹枝　香寿々

　（北陸小唄協会特別会員）
■日　時：第1・3水曜日　
　昼クラス14：10～16：10
　夜クラス17：50～19：50（1人40分）　
■受講料：4,320円（月2回）

おわら踊りおわら踊り

はじめての沖縄三線はじめての沖縄三線 健康詩吟健康詩吟
体験日 ２/20（火）

■講　師：北山　康代
（クイチャーパラダイス専任講師）
■日　時：第1・3火曜日　
　　　　13：30～15：00
■受講料：3,240円（月2回）

■講　師：向柴　千賀子
　　　　（越中おわら踊り
　 　　　　　民舞 めいわ会会主）
■日　時：第1・3月曜日
　　　　 10：10～11：30
■受講料：3,240円（月2回）

体験日 
２/26（月）

体験日 ２/22（木）
■講　師：田上　俊子（日本詩吟学院）
■日　時：第2・4火曜日
　　　　  10：10～11：10
　　　　  第2・4木曜日
　　　　  18：50～19：50
■受講料：2,592円（月2回）
■持ち物：筆記用具

体験日 ２/23（金）仏像を彫る仏像を彫る
★持ち物：彫刻刀 体験日 ２/16（金）

■講　師：森田　ゆう子
　　　　（切り絵作家）
■日　時：第1・3金曜日　
　　　　13：30～15：30
■受講料：2,808円（月2回）

はじめての切り絵はじめての切り絵
体験日 ２/28（水）
パッチワーク＆ハワイアンキルトパッチワーク＆ハワイアンキルト

★持ち物：
　裁縫道具

■講　師：中村　登志子
　（日本手芸普及協会指導員、
　　キルトスタジオ志布（しふ）オーナー）
■日　時：第2・4水曜日14：00～16：00
■受講料：3,240円（月2回）

体験日 ３/1（木）
ビーズdeアクセサリービーズdeアクセサリー

■講　師：勘坂　喜代子
　　（ビーズアートステッチ講師）
■日　時：第1木曜日13：30～16：00　
■受講料：2,160円（月1回）

★体験教材費：1,080円★持ち物：ハサミ

体験日 ２/21（水）「ミニフルーツアレンジ」
ナチュラルパンフラワーナチュラルパンフラワー

★体験教材費：
　　　　500円■講　師：古川　洋子

　（フローラル ラ・メーサＨＡＴＡ　
　　　　　　古川ブランチ主宰）
■日　時：第1・3水曜日10：10～12：10　
■受講料：3,240円（月2回）

体験日 ２/28（水）
「可愛いリボンを作ってみよう」

Chou　Chou　RIBBONChou　Chou　RIBBON

■講　師：角谷　美帆
　（Ｃｈｏｕ Ｃｈｏｕ ＲＩＢＢＯＮ代表）
■日　時：第2・4水曜日10：10～12：10
■受講料：4,320円（月2回）

★体験教材費：
　1,000円　　　

 体験日
 ２/24（土）

■講　師：kimiko（ヨガインストラクター）
■日　時：第2・4土曜日10：10～11：00　
■受講料：3,240円（月2回）
■持ち物：ヨガマット
※動きやすい服装でお越しください

 体験日
 ２/25（日）

■講　師：kimiko（ヨガインストラクター）
■日　時：第1日曜日10：10～11：00　
■受講料：1,620円（月1回）
■持ち物：ヨガマット
※動きやすい服装でお越しください

ヨガレッスン【月2回クラス】ヨガレッスン【月2回クラス】

ヨガレッスン【月１回クラス】ヨガレッスン【月１回クラス】
体験日 
２/27（火）

体験日 
２/22（木）

ゼロから始めるフラダンスゼロから始めるフラダンス
体験日２/19（月）
■講　師：マリリン
　（フラダンスチーム
「ハウオリ・マカマカ」主宰）
■日　時：第1・3月曜日　
　　　　18：45～19：45
　　　　 第1・3木曜日　
　　　　10：10～11：10
■受講料：3,564円（月2回）

３B体操３B体操

■講　師：太田　照美
　　　　（日本3B体操協会公認指導士）
■日　時：第１・３月曜日14：00～15：30
■受講料：3,240円（月２回）
■教材費：3,136円（入会時）
■持ち物：内履きシューズ、飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越しください

リハビリ体操リハビリ体操 社交ダンス社交ダンス

かんたんキーボードかんたんキーボード 挫折しないギター入門挫折しないギター入門

歌とダンスで
エンジョイイングリッシュ
歌とダンスで
エンジョイイングリッシュ

■講　師：谷内　敬一
（富山県プロフェッショナル
　　教師協会会長）
　　　 　 東軒　美和子
（富山県プロフェッショナル
　　　 　 教師協会会員）
■日　時：第2・3・4木曜日
　　　　　13：00～14：30　
■受講料：3,240円（月3回）

体験日 ２/20（火）

■講　師：田上　俊子
　　　　（キーボード講師）
■日　時：第1・3火曜日 
　　　　10：10～11：40
　　　    第1・3木曜日
　　　　 18：20～19：50
■受講料：3,240円（月2回）

体験日 ２/26（月）

■講　師：舟瀬　新一郎
(ギターインストラクター)
■日　時：第2・4月曜日 
　　　　18：30～19：20　
■受講料：3,240円（月2回）

★持ち物：ギター
　※ギターをお持ちでない方は
　　事前にお知らせください。

体験日 
２/18（日）
■講　師：Kyoko（幼稚園・小学校教員免許、
　　　　　　中学・高校教員免許（英語）取得）
■日　時：第1・3日曜日11：15～12：00
■受講料：2,592円（月2回）■対　象：年中・年長

■講　師：貴洋　瑠美子
（貴洋スタジオ主宰）
■日　時：第2・4火曜日　
　　　　13：30～14：30
■受講料：3,240円（月2回）
■持ち物：タオル・飲み物
※動きやすい服装でお越しください

■講　師：林原　瑠侊（仏師）
■日　時：第2・4金曜日
　　　　10：10～12：10
■受講料：3,672円（月2回）

体験では「さくら」を
演奏してみましょう

体験日 
２/28（水）

★３月末までにご入会の方は
　入会金1,000円が無料です。
★必ず事前にご予約ください。無料体験会開催無料体験会開催

お申し込み・お問い合わせは高岡スタジオへ（高岡市中川1丁目1-10）

富山新聞文化センター富山新聞文化センター

氷見教室 受講生募集！
県内最大級

800講座
受講生

4,000人

体験日 
２/19（月）

ママとケイキのフラダンス
 ※ケイキはハワイ語で「子ども」
ママとケイキのフラダンス
 ※ケイキはハワイ語で「子ども」

■講　師：マリリン
　（フラダンスチーム
「ハウオリ・マカマカ」主宰）
■日　時：第1・3月曜日17：15～18：15
■受講料：3,564円（月2回）

体験日 
２/19（月）

消防本部

しまむら

加納

幸町北

氷見市役所

ハッピー
タウン

至 羽咋

至 高岡

415

303

160

氷見市加納484

氷見教室
（プラファ内）

詳しい講座内容はホームページを
ご覧ください。
詳しい講座内容はホームページを
ご覧ください。

富山新聞文化センター 検索

正面入り口

入ってすぐ
正面入り口

入ってすぐ

→
☎

カルちゃん


