
第１回

カルちゃん

県内最大級800講座、受講生4，000人の学びの拠点

富山新聞文化センター富山新聞文化センター
高岡スタジオ
受講生募集！
2018夏2018夏

☎0766-26-7000

お申し込みは、必ず事前にお電話にてご予約ください。お申し込みは、必ず事前にお電話にてご予約ください。

幼児・小学生クラス【水深 90 ㎝】

10：0 0～ 11：15 定員２0人
！！

※ただし特典は新規ご入会の 方
　に限らせていただきます。
※短期水泳教室の受講には、
    　入会金（1,000円）は不要です。

お問い合わせ
お申し込みは

……

……

……

苦手克服！もっと上手に泳ぎたい!
など、キミのやる気を応援します。
苦手克服！もっと上手に泳ぎたい!
など、キミのやる気を応援します。

募集
期間

ジュニアスイミング夏休み集中講座ジュニアスイミング夏休み集中講座

しっかり目が行き届く
コンパクトな15ｍプール。
年齢・レベルごとにコース分けして
指導するので、年齢制限はありません。
水深自由調整で、泳げない子も安心！

7月～８月31日(金)まで
下記からご都合の良い曜日・時間帯をお選びください。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※開催日はいつからでもＯＫ！

受講料：週２回レッスン　　　　　　　　　、週１回レッスン７，１７１円（８回分）　　　　　　　　 ５，６１６円（４回分）７，１７１円（８回分）　　　　　　　　 ５，６１６円（４回分）

〈受付時間〉平日・土曜日9:30～19:30〈受付時間〉平日・土曜日9:30～19:30
〒９３３－００５６　高岡市中川１丁目１－１０　　　　　 http://toyama.bunkacenter.or.jp/　　　　　office@toyama.bunkacenter.or.jpホームページ Ｅメール

ジュニア教室ジュニア教室

！

※ご受講の方は、必ず事前にお申し込みください。※ご受講の方は、必ず事前にお申し込みください。

※１名あたりの受講料です※１名あたりの受講料です

第１回

第２回

わわくく
わわ くく

●ホームページもご覧ください。●ホームページもご覧ください。 富山新聞文化センター 検索 →

裏面は富山
砺波・射水！

2,916円
2,700円
2,484円

　　土曜日　8:30～9:45/10:00～11:15/15:00～16:15

月曜日　16:30～17:45/18:00～19:15　火曜日　17:15～18:30
水曜日　17:15～18:30　木曜日　16:30～17:45　金曜日　17:15～18:30

たのしい陶芸
工作づくりに最適 ! マグカップや湯のみ、お皿
など作りたいものを作ります。

◆講　師：橋本　精一 ( 精一窯 )
◆受講料：1,188 円 (1 回分 )
※親子参加の場合は 1,728 円 (1 回分 )
◆材料費：1,300 円～◆対　象：小学生
◆会　場：高岡スタジオ

7/30（月）・8/6（月）
9：00～ 11：00

日　時

※どちらかをお選びください。

古城公園を写生しよう
夏休みの宿題にぴったりの
人気講座です。

7/28( 土 )・8/4( 土 )　
9：30 ～ 11：00
※どちらかが雨天の場合８/11( 土 )

日　時

２日間コース

◆講　師：神保　成伍 ( 富山県洋画連盟会員 )
◆受講料：3,024 円 (2 回分 )◆対　象：小学生
◆持ち物：絵の具セット、ガバン、四つ切画用紙、
敷物、筆記用具、帽子、飲み物、カメラなど
　※暑さ対策をお願いします。
◆集合場所：高岡スタジオロビー(集合時間：9：15)

　

食品サンプル
本物よりおいしそう ! 持ち上げミニラーメン！

日　時
8/1（水）　
10：00 ～ 12：00

◆講　師：滝川　真弓
(日本食品サンプルアート協会
　認定インストラクター )
◆受講料：1,080円◆材料費：2,400円
◆持ち物：作品を入れる手提げ袋、
ティッシュ箱、汚れてもよい服装かエプロン
◆定員：６名※小学校4年生以下のお子様は必ず補助
できる大人同伴でお願いします。
◆会　場：高岡スタジオ

ジュニア陸上
今よりもっと速く走れるフォー
ムを教えます。

◆講　師 : 八田　一弥
( 筑波大学体育専門学校卒）
◆受講料 :1,620 円 (1 回分）
◆対　象：小学生
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡市古城公園内
　　　※雨天時は高岡スタジオ 2階スタジオ内
◆集合場所：高岡市民体育館前

8/1（水）17：00～18：30
日　時

こども書道

鉄棒の最初の難関「逆上がり」。
上手なやり方を学び、この夏で
できるようになろう。

◆講　師 :NPO法人じゆう講師
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）
◆対　象：年中～小学生低学年
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡会館別館

7/28（土）
17：30～18：20

日　時

156
至８号線万葉線

広小路

古城公園
　北口

中川

至高岡市役所

至高岡駅

ＪＲ氷見線

高岡市美術館

高岡文化ホール

●

高岡古城公園
●

●

●

高岡スタジオ

富山新聞
高岡会館
富山新聞
高岡会館別館

7/26(木)・8/9(木)
10：00～11：30、13：30～15：00

日　時

※2日間または1日をお選びください。

◆講　師：今川　芳舟 (日展作家、日本書芸院
　　　　　審査員、雪心会審査員、芳舟書院主宰 )
◆受講料：1,296円 (1回分 )、2,592円 (2回分 )
◆対　象：幼児～小学生
　　　　　※必ず学年・お名前をお知らせ下さい。
◆持ち物：書道用具一式※墨、半紙ない方は実費
◆会　場：高岡スタジオ

書道の宿題を仕上げよう。
学校指定の課題です。

裏面に
　続く
裏面に
　続く

キッズ日舞・ジュニア日舞

アイシングクッキー 応募作品（図画）に
とりかかろう！

カワイ体育教室

好きな言葉に自分のハンコを押して、模様をつ
けて夏休みの作品に仕上げます。

◆講　師：梶川　久美子
　　　( 日本篆刻家協会常務理事 )
◆受講料：1,080 円 (1 回分 )
◆材料費：500 円◆対　象：小学生
◆会　場：高岡スタジオ

7/26（木）・8/2（木）
17：30～ 20：00

日　時

※どちらかをお選びください。

気持ちは織姫♪笹の葉さぁらさら･･･
の曲に合わせて浴衣で可愛く踊りま
しょう。

◆藤間　馨 ( 藤間流師範教授 )
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）
◆対　象：３歳～小学生
◆持ち物：浴衣、足袋または白のソックス
　　　　　なければ動きやすい服装
◆会　場：高岡スタジオ

7/28（土）9：30～10：20
日　時

カラーサンドを使ったハイド
ロカルチャー。お手入れが簡
単な観葉植物で作ります。

◆長井　栄子 ( コンテナガーデニングマスターナ
プキンデコパージュ講師 )
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）◆材料費：1,500 円
◆対　象：小学生
◆会　場：高岡スタジオ

7/27（金）・８/３（金）
10：30～11：30

日　時

見た目もかわいいマリン
クッキーを作ろう！

◆講　師：松島　樹里 ( 日本サロネーゼ協会
　　　　　アイシングクッキー認定講師 )
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）◆材料費：1,000 円
◆対　象：小学生
◆持ち物：おしぼり、エプロン
◆会　場：高岡スタジオ

8/21（火）10：30～11：30
日　時

夏休みの宿題に取り組みます。下絵から色付け
まで仕上げるには２回の参加がおすすめです。

◆講　師：宮本　明日香
　　　　　（富山県洋画連盟会員）
◆受講料：1,080円 (1回分)◆材料費：200円
◆対　象：小学生◆持ち物：課題の大きさの画用紙
◆会　場：高岡会館別館

7/30（月）・8/6（月）
16：30～ 17：30

日　時

※参加日をお選びください。

※参加日をお選びください。

跳び箱、マット運動、鉄棒、
ボール、縄跳びなどに挑戦し
てみよう。

◆講　師 : カワイ体育教室専任スタッフ
◆受講料 :1,620 円 (1 回分）
◆対　象：年中～小学３年生
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡スタジオ

7/28（土）
11：00～11：50

日　時

おともだちと
いっしょに
参加しよう！

布を切って編んで、お花の付いたオリジナルバッ
グを作ろう。今年の夏は、かわいいバッグで目立っ
ちゃおう！

◆講　師 : 竹田　玲子
　　　　( 編み物作家）
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）
◆材料費 :800 円
◆対　象：小学生◆持ち物：はさみ
◆会　場：高岡スタジオ

7/30（月）13：00～15：00
日　時

ポンポン付
バッグを作ろう

逆上がりに挑戦！
鉄棒集中講座

ハイドロカルチャー

２
枚
目

に
続
く

本格ハンコ（篆刻）作りてんこく



富山・砺波・射水エリア
わわくく
わわ くく ジュニア教室ジュニア教室

★裏面は高岡だよ
ともだちと習おう (^^) 思い出作りや宿題にも最適！

ダミー

富山新聞文化センター富山新聞文化センター

★

砺波 IC

新富町

平和町

幸町

三島町

中神

新富町（西）

中央町

本町永福町

大辻

砺波総合病院前

砺波駅

太郎丸

イオンモール
　となみ
イオンモール
　となみ

156

156

イオンモールとなみスタジオ

41

41

アピタ
富山店

富山国際会議場

北陸自動車道

富山市民
プラザ 西町

中央市場前
掛尾町第二

上袋
赤田

富山ＩＣ

西上袋

西町

アピタ
となみ店

ニトリ砺波店ニトリ砺波店

ガスト砺波店ガスト砺波店

北陸
自動
車道

豊町

西町太郎丸

砺波ＩＣ前359

156

156

食品サンプル

アピタとなみスタジオ

ファボーレカルチャー

アピタ富山スタジオ

射水教室

ファボーレカルチャー　…………　☎076-466-4708
アピタ富山スタジオ　……………　☎076-421-7529
イオンモールとなみスタジオ　…　☎0763-58-2125
アピタとなみスタジオ　…………　☎0766-26-7000
射水教室　…………………………　☎0766-26-7000

アイシングクッキー

こども書道 日曜こども書道

ジュニア陸上
本物よりおいしそう !
持ち上げミニラーメン！

県内最大級800講座、受講生4，000人の学びの拠点

富山新聞文化センター富山新聞文化センター
高岡スタジオ
受講生募集！

☎0766-26-7000

お申し込みは、必ず事前にお電話にてご予約ください。お申し込みは、必ず事前にお電話にてご予約ください。

90

10 0 0 11 15

※ただし特典は新規ご入会の 方
　に限らせていただきます。
※短期水泳教室の受講には、
    　入会金（1,000円）は不要です。

お問い合わせ
お申し込みは

……

……

……

7月～８月31日(金)まで
下記からご都合の良い曜日・時間帯をお選びください。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※開催日はいつからでもＯＫ！

受講料：週２回レッスン　　　　　　　　　、週１回レッスン７，１７１円（８回分）　　　　　　　　 ５，６１６円（４回分）７，１７１円（８回分）　　　　　　　　 ５，６１６円（４回分）

〈受付時間〉平日・土曜日9:30～19:30〈受付時間〉平日・土曜日9:30～19:30
〒９３３－００５６　高岡市中川１丁目１－１０　　　　　 http://toyama.bunkacenter.or.jp/　　　　　office@toyama.bunkacenter.or.jpホームページ Ｅメール

！

※ご受講の方は、必ず事前にお申し込みください。※ご受講の方は、必ず事前にお申し込みください。

※１名あたりの受講料です※１名あたりの受講料です

●ホームページもご覧ください。●ホームページもご覧ください。 富山新聞文化センター 検索 →

2,916円
2,700円
2,484円

　　土曜日　8:30～9:45/10:00～11:15/15:00～16:15

月曜日　16:30～17:45/18:00～19:15　火曜日　17:15～18:30
水曜日　17:15～18:30　木曜日　16:30～17:45　金曜日　17:15～18:30

たのしい陶芸
工作づくりに最適 ! マグカップや湯のみ、お皿
など作りたいものを作ります。

◆講　師：橋本　精一 ( 精一窯 )
◆受講料：1,188 円 (1 回分 )
※親子参加の場合は 1,728 円 (1 回分 )
◆材料費：1,300 円～◆対　象：小学生
◆会　場：高岡スタジオ

7/30（月）・8/6（月）
9：00～ 11：00

日　時

※どちらかをお選びください。

古城公園を写生しよう
夏休みの宿題にぴったりの
人気講座です。

7/28( 土 )・8/4( 土 )　
9：30 ～ 11：00
※どちらかが雨天の場合８/11( 土 )

日　時

２日間コース

◆講　師：神保　成伍 ( 富山県洋画連盟会員 )
◆受講料：3,024 円 (2 回分 )◆対　象：小学生
◆持ち物：絵の具セット、ガバン、四つ切画用紙、
敷物、筆記用具、帽子、飲み物、カメラなど
　※暑さ対策をお願いします。
◆集合場所：高岡スタジオロビー(集合時間：9：15)

　

食品サンプル
本物よりおいしそう ! 持ち上げミニラーメン！

日　時
8/1（水）　
10：00 ～ 12：00

◆講　師：滝川　真弓
(日本食品サンプルアート協会
　認定インストラクター )
◆受講料：1,080円◆材料費：2,400円
◆持ち物：作品を入れる手提げ袋、
ティッシュ箱、汚れてもよい服装かエプロン
◆定員：６名※小学校4年生以下のお子様は必ず補助
できる大人同伴でお願いします。
◆会　場：高岡スタジオ

ジュニア陸上
今よりもっと速く走れるフォー
ムを教えます。

◆講　師 : 八田　一弥
( 筑波大学体育専門学校卒）
◆受講料 :1,620 円 (1 回分）
◆対　象：小学生
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡市古城公園内
　　　※雨天時は高岡スタジオ 2階スタジオ内
◆集合場所：高岡市民体育館前

8/1（水）17：00～18：30
日　時

こども書道

鉄棒の最初の難関「逆上がり」。
上手なやり方を学び、この夏で
できるようになろう。

◆講　師 :NPO法人じゆう講師
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）
◆対　象：年中～小学生低学年
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡会館別館

7/28（土）
17：30～18：20

日　時

156
至８号線万葉線

広小路

古城公園
　北口

中川

至高岡市役所

至高岡駅

ＪＲ氷見線

高岡市美術館

高岡文化ホール

●

高岡古城公園
●

●

●

高岡スタジオ

富山新聞
高岡会館
富山新聞
高岡会館別館

7/26(木)・8/9(木)
10：00～11：30、13：30～15：00

日　時

※2日間または1日をお選びください。

◆講　師：今川　芳舟 (日展作家、日本書芸院
　　　　　審査員、雪心会審査員、芳舟書院主宰 )
◆受講料：1,296円 (1回分 )、2,592円 (2回分 )
◆対　象：幼児～小学生
　　　　　※必ず学年・お名前をお知らせ下さい。
◆持ち物：書道用具一式※墨、半紙ない方は実費
◆会　場：高岡スタジオ

書道の宿題を仕上げよう。
学校指定の課題です。

裏面に
　続く
裏面に
　続く

キッズ日舞・ジュニア日舞

アイシングクッキー 応募作品（図画）に
とりかかろう！

カワイ体育教室

好きな言葉に自分のハンコを押して、模様をつ
けて夏休みの作品に仕上げます。

◆講　師：梶川　久美子
　　　( 日本篆刻家協会常務理事 )
◆受講料：1,080 円 (1 回分 )
◆材料費：500 円◆対　象：小学生
◆会　場：高岡スタジオ

7/26（木）・8/2（木）
17：30～ 20：00

日　時

※どちらかをお選びください。

気持ちは織姫♪笹の葉さぁらさら･･･
の曲に合わせて浴衣で可愛く踊りま
しょう。

◆藤間　馨 ( 藤間流師範教授 )
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）
◆対　象：３歳～小学生
◆持ち物：浴衣、足袋または白のソックス
　　　　　なければ動きやすい服装
◆会　場：高岡スタジオ

7/28（土）9：30～10：20
日　時

カラーサンドを使ったハイド
ロカルチャー。お手入れが簡
単な観葉植物で作ります。

◆長井　栄子 ( コンテナガーデニングマスターナ
プキンデコパージュ講師 )
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）◆材料費：1,500 円
◆対　象：小学生
◆会　場：高岡スタジオ

7/27（金）・８/３（金）
10：30～11：30

日　時

見た目もかわいいマリン
クッキーを作ろう！

◆講　師：松島　樹里 ( 日本サロネーゼ協会
　　　　　アイシングクッキー認定講師 )
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）◆材料費：1,000 円
◆対　象：小学生
◆持ち物：おしぼり、エプロン
◆会　場：高岡スタジオ

8/21（火）10：30～11：30
日　時

夏休みの宿題に取り組みます。下絵から色付け
まで仕上げるには２回の参加がおすすめです。

◆講　師：宮本　明日香
　　　　　（富山県洋画連盟会員）
◆受講料：1,080円 (1回分)◆材料費：200円
◆対　象：小学生◆持ち物：課題の大きさの画用紙
◆会　場：高岡会館別館

7/30（月）・8/6（月）
16：30～ 17：30

日　時

※参加日をお選びください。

※参加日をお選びください。

跳び箱、マット運動、鉄棒、
ボール、縄跳びなどに挑戦し
てみよう。

◆講　師 : カワイ体育教室専任スタッフ
◆受講料 :1,620 円 (1 回分）
◆対　象：年中～小学３年生
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡スタジオ

7/28（土）
11：00～11：50

日　時

おともだちと
いっしょに
参加しよう！

布を切って編んで、お花の付いたオリジナルバッ
グを作ろう。今年の夏は、かわいいバッグで目立っ
ちゃおう！

◆講　師 : 竹田　玲子
　　　　( 編み物作家）
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）
◆材料費 :800 円
◆対　象：小学生◆持ち物：はさみ
◆会　場：高岡スタジオ

7/30（月）13：00～15：00
日　時

ポンポン付
バッグを作ろう

逆上がりに挑戦！
鉄棒集中講座

ハイドロカルチャー本格ハンコ（篆刻）作りてんこく日　時
8/1（水）　
13：30 ～ 15：30
◆講　師：滝川　真弓
(日本食品サンプルアート協会
　認定インストラクター )
◆受講料：1,080円◆材料費：2,400円
◆持ち物：作品を入れる手提げ袋、
ティッシュ箱、汚れてもよい服装かエプロン
◆定　員：６名※小学校4年生以下のお子様は必ず補
助できる大人同伴でお願いします。

お問い合わせ
お申し込みは
お問い合わせ
お申し込みは

こども書道（金曜） こども絵画

竹で作ろう、楽器　
ディジュリドゥ！

プラチナキッズ絵画

夏休みの宿題を
仕上げます！

ジュニア陸上

こども書道

教室

ファボーレ
　１階

ファボーレ
ホール
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書店
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小杉郵便局アルプラザ
小杉
小杉
中学校
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美容院 ラポール

歌
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公
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小杉駅

富山新聞社
　射水支局

文

砺波市太郎丸3-69アピタとなみ店２階
〈受付：平日・土曜9:30～19:30〉 射水市戸破加茂1552富山新聞社射水支局内

〈受付：平日・土曜9:30～19:30〉

め
ゆ

◆講　師：茅野　宏司
（アスレチッククラブエスピーホープ富山監督）
◆受講料：1,670円 (1回分）※会場使用料50円含む
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物、着替え、
　　　　　なわとび
◆対　象：小学生
◆会　場：砺波市陸上競技場（砺波市深江８１５）
◆定　員：10名

8/１（水）　
17：30～ 18：30
※雨天の場合８/8(水 )

日　時

今よりもっと速く走れる
フォームを教えます！見た目もかわいい

マリンクッキーを
作ろう！

◆講　師：松島　樹里 ( 日本サロネーゼ協会
　　　　　アイシングクッキー認定講師 )
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）◆材料費：1,000 円
◆対　象：小学生
◆持ち物：おしぼり、エプロン

8/21（火）
13：30～14：30

日　時

書道の宿題を仕上げよう！学年ごとの課題に
準じ指導いたします。夏休みの宿題に対応し
ています。お清書の完成まで優しく丁寧に教
えます。

◆講　師：田守　光昭
　　（書道芸術院理事・毎日書道展審査会員）
◆受講料：1,620 円
◆対　象：小学生～中学生
　　　※必ず学年と名前をお知らせください。
◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆定　員：10名

７/27（金）
17：15～18：15

日　時

書道の宿題を仕上げよう！夏休みの宿題に対応
しています。学年ごとの課題に準じ指導いたし
ます。すばらしい作品が完成するよう一生懸命
書いてみましょう。

◆講　師：牧野　雪袁
（日本書芸院二科審査員富山県書道連盟評議員）
◆受講料：1,620 円
◆対　象：小学生～中学生
              ※必ず学年と名前をお知らせください。
◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆定員：５名

絵画やポスターなどの応募作品に毎年悩んで
いるお子さんや保護者の方のご要望にお応え
し、それぞれのテーマに応じ、構図や配色な
どのアドバイスをいたします。楽しく作品を
描きましょう！

◆講　師：張田　真理子
（おえかきじゅく主宰）
◆受講料：2,160 円 (1 回分 )◆対　象：小学生
◆持ち物：夏休みのしおりなどにある要項、水
彩セット、指定のサイズの画用紙等（下書きや
描きたいものの資料、写真）
◆定　員：12名

学校指定の書道の宿題を仕上げる教室です。
今年の書道の宿題は、いつもと違う良い作品が
仕上がりますよ。

◆講　師：吉江　翠光 ( 読売書法会幹事 )
◆受講料：1,404 円 (1 回分 )
◆対　象：小学生
　　　※必ず学年と名前をお知らせください。
◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆定　員：各 10名

◆講　師：松木 　陽康
(ランニング学会認定ランニング指導員）
◆受講料：1,500円 (1回分）
◆持ち物：動きやすい服装、タオル、飲み物
◆対　象：小学生
◆会　場：県総合運動公園（富山市南中田３６８）
◆定　員：15名

７/25（水）　
18：30～ 20：00

日　時

速く走れるフォームで
№1をとろう！

◆講　師：張田　真理子（おえかきじゅく主宰）
◆受講料：2,160円（1回分）
◆持ち物：夏休みのしおりなどにある要項、水
彩セット、指定のサイズの画用紙等、下書きや
描きたいものの資料、写真
◆対　象：小学生◆定　員：10名

絵画などの作品に毎年悩んでいるお子さんや
保護者の方のご要望にお応えし、それぞれの
テーマに応じ、構図や配色などのアドバイス
をします。楽しく描きましょう！

ボーイスカウト、ガールス
カウトでも大人気！音楽が
苦手な子も大丈夫！

日　時
８/7（火）　
11:45～ 12:45

小さなお子様でも楽しん
でもらえる内容です。ア
ラビアの踊りを優しく指
導いたします。～目指せ
♪キラキラお姫様

◆講　師：谷口　英里（二科展作家）
◆受講料：1,620円◆材料費：2,160円
◆持ち物：夏休みのしおりなどにある要項、
水彩セット、下書きや描きたいものの資料、写真
◆対　象：幼児～小学生◆定　員：各時間限定５名
◆会　場：ファボーレカルチャー教室

8/11（土）　
①14:00～ 16:00
②14:15～ 16:15
③14:30～ 16:30
④14:45～ 16:45

日　時

８/５（日）
10：30～12：00

日　時

7/29(日 )
13：00～14：00、
14：30～15：30

日　時

※時間をお選びください。
８/１（水）
15：00～17：00

日　時

学校指定の書道の宿題を仕上げる教室です。
今年の書道の宿題は、いつもと違う良い作品が
仕上がりますよ。

◆講　師：吉江　翠光 ( 読売書法会幹事 )
◆受講料：1,404 円 (1 回分 )◆対　象：小学生
　　　※必ず学年と名前をお知らせください。
◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆定　員：各 10名

7/28(土 )
13：00～14：00、
14：30～15：30

日　時

※時間をお選びください。

８/２（木）9:45~11:45
日　時

※参加日をお選びください。
８/10（金）13:00~15:00

８/7（火）　
11:45～ 12:45

日　時

◆講　師：ひでさん（ディジュドゥ奏者）
◆受講料：1,620円◆材料費：1,500円
◆対　象：小学生※保護者同伴でお願いします。
◆会　場：ファボーレカルチャー和室
◆定　員：10名

キッズベリーダンス

◆講　師：髙谷美也子蝶々
（ベリーダンサー/舞踏家）◆受講料：1,670円
◆持ち物：動きやすい服装、水分、タオル
◆対　象：小学生
◆会　場：ファボーレカルチャースタジオ
◆定　員：10名

砺波市中神1-174イオンモールとなみ２階、
未来屋書店隣〈受付：平日・土曜9:30～17:30〉

富山市婦中町下轡田165-1、フューチャーシティー
ファボーレ１階、〈受付：平日9:30～19:00〉

富山市上袋100-60、アピタ富山店内
〈受付：平日9:30～19:30〉

「なるほど」と思うこと、「こ
うすればよくなるんだ～」
と気付くことがたくさん！

お友達を誘って

みんな来てね !!

わわくく
わわ くく

ジュニア教室ジュニア教室


