
※入会後、ご都合が悪い日は振り替えもできます。

※詳しい情報はHPを見ていただくか、お問い合わせください。

■持ち物：飲み物、バスタオル、ヨガマット
■定　員：各15名（定員に達し次第締め切ります）

※一部できないクラスもございます。

ホットヨガ1ヵ月体験

室温38
℃

湿度65
％

4,320円
（4回）

（通常
は5,616

円）

※ホット
ベリーダ

ンス

2,160円
（2回）

■18:00～ホットベリーダンス（VICKY）
■19:00～ ■20:00～ホットボディーコーディネート（鈴木　優子）

■21:00～ホットBOSU（Kenji）

15分前までにスタジオにお越しください。
※日程は下記の時間帯からお選びください。 ※必ず事前にお申し込みください。 

※体験の方は、事前説明いたしますので

各クラス5人限定
定員に達し次第締め切ります。

この
発汗！

この
爽快感！

受講料
月　々4,423円4,423円体が軽くなり引き締まりました。

汗をかくのが好きになりました。

★お客様の声★ ※効果には個人差があります。
●営業時間：月～金曜　１０:００～２１:５０
　　　　　  土曜　8:30～17:00
●講師：文化センター専任女性インストラクター （高岡市・T様）

月曜日

■19:00～ ■20:00～ ■21:00～（集中）
ホットヨガ（長谷田　昌子）火曜日

■10:30～ホットヨガ（梨木　ともみ）
■19:00～ ■20:00～ ■21:00～（集中男性可）ホットヨガ（Kimiko）水曜日

■18:00～ホットヨガ（梨木　ともみ）
■19:00～ ■20:00～ ■21:00～（集中男性可）ホットヨガ（Kimiko）金曜日

■10:00～ホットヨガ ロング（梨木　ともみ）
■13:30～ ■20:00～ホットヨガ（Kimiko）

■16:50～ホットピラティス（中田　加未）
■19:00～ホットフラダンス（カレイ・アロハ）

土曜日

■10:30～ ■20:00～ホットヨガ（梨木　ともみ）
■19:00～ホットヨガ（Kimiko）木曜日

シャワー室
あります!

1カ月
ジュニアスイミング

■対　象：年少から小学6年生　■講　師：高岡スタジオ専任講師
■体験料：3,240円（1ヵ月4回分、通常の講座は5,616円）
■持ち物：水着、スイミングキャップ、タオル　■定　員：各クラス20人

4 回体験
同じ曜日、時間帯のクラスを4回連続で
ご受講いただくカリキュラムです。

水温31℃
あったかプール

水

16:30～17:45／18:00～19:15

17:15～18:30

17:15～18:30

16:30～17:45

17:15～18:30

8:30～9:45／10:00～11:15／15:00～16:15

体験希望の方は、事前に必ずご予約ください

体験後の
ご入会の

特典！
※ただし新

規入会の方
に

　限らせて
いただきま

す。

みん
なで
チャレンジ

 泳
げる
ようになろう

ワンコイン（500円）体験会開催！
ジ ュ ニ ア 講 座

正道会館空手教室

中川　正秀

体験
8/30（木）、9/6（木）、10/4（木）、11/1（木）

6,480円（月3回）

キッズバク転教室（小学生）

輪島　貴史

土 18：00～19：20

体験 各月最終レッスン日です
お問い合わせ下さい

カワイ音楽教室（1歳、2歳、3・4歳、4歳～）

カワイ音楽教室専任講師

体験 お問い合わせ下さい

2,808円（月2回）、5,184円（月4回）

かきかた教室・こども書道

今川　芳舟

木 （幼児～小学生）16：45～17：45
　 （小学生）17：30～18：30

体験 8/23（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

4,320円（月2回）　持ち物：パソコン

高岡で習えるプログラミング講座（入門・経験者クラス）

パソコン教室絶品インストラクター

第2・4土 13：00～15：00

体験
8/25（土）、9/8（土）、10/13（土）、11/10（土）

かたかごジュニアサッカー

3,240円（月2回）、教材費：2,160円（幼児）、2,538円（児童）
※教材費は最初にかかる費用です。

持ち物：動きやすい服装、水分など　※振替可能（高岡・富山の富山新聞文化センターのカワイ体育教室）

カワイ体育教室

カワイ体育教室専任スタッフ

第2・4土　10：00～10：50（幼児クラス）
　　　　　11：00～11：50（児童クラス）

体験
8/25（土）、9/8（土）、10/13（土）、11/10（土）

3,240円（月2回）
持ち物：動きやすい服装・運動靴・タオル・飲み物

キッズダンス（ブレイクダンス）

hidekick

第2・4水　17：50～18：50（小学校低学年）
　　　　　19：00～20：00（小学校高学年以上）

体験
8/22（水）、9/12（水）、10/10（水）、11/14（水）

4,860円（月3回）

スタジオじゆう体操教室

ＮＰＯ法人じゆう講師

第1・2・3土　17：15～18：05（幼児クラス）
　　　　　　18：15～19：05（小学生）

体験
8/25（土）、9/1（土）、10/6（土）、11/10（土）

15,552円～（3ヵ月分）

富山シティバレエ団（幼児～小学生）

富山シティバレエ団専任講師

月・水（幼児）16：00～
月・水・金（小学生） 16：30～

体験
お問い合わせ下さい

木 10：00～10：40（クーちゃんランド1歳）

金 15：20～16：20（ピコルワールド）

4,860円（1ヵ月）
　 11：00～12：00（くるくるクラブ2歳）5,940円（1ヵ月）

7,000円（1ヵ月）
月・火・木・金 15：00～（ピアノ4歳～）7,020円～（1ヵ月）

5,616円（月4回）

小学生クラスのみ 会場：大島農村環境改善センター

幼児から始めるJrサッカー（幼児～小学生）

中山　智幸

土 （幼　児） 8：40～9：30
 　（小学生）10：30～11：20

体験 8/25（土）、9/1（土）、10/6（土）、11/10（土）

4,752円（月4回）

チャレンジこども日舞

藤間　磬

土
8：30～10：00、13：00～14：30

体験 お問い合わせ下さい

月 15：15～16：15

体験 8/27（月）、9/3（月）、10/1（月）、11/5（月）

5,400円（月3回）

会場：かたかご幼稚園

中山　智幸

こども将棋

第1・3土 10：00～11：00

体験 8/18（土）、9/1（土）
　　  10/6（土）、11/17（土）

2,160円（月2回）
高田　彰

キッズ新体操

土 14：00～15：00

体験 お問い合わせ下さい

5,500円（1ヵ月）
カワイ体育教室専任スタッフ
会場：大門コミュニティセントー

親子囲碁教室

土 11：30～12：50

体験 お問い合わせ下さい

3,888円（月4回）
広田　徹

こども美術教室

第1・3月 （幼児～小学生）17：00～18：00
　　　　（小学4年生～）17：00～18：30

体験 8/20（月）、9/3（月）、10/1（月）、11/5（月）

3,240円（月2回）
宮本　明日香

足が速くなるためのジュニア陸上教室
体験

8/28（火）、9/4（火）、10/2（火）、11/6（火）

5,616円（月4回）
八田　一弥

キッズ新体操（幼児～小学生）
体験

8/28（火）、9/4（火）、10/2（火）、11/6（火）

5,400円（月4回）
前畑　明、加藤　玲緒奈

火 17：45～18：45

こども絵画教室（幼児～小学生）
体験

8/25（土）、9/1（土）、10/6（土）、11/10（土）

4,536円（月3回） 
神保　成伍

土 10:00～11：00

ジュニアキーボード（幼児～小学生）
体験 8/28（火）、9/11（火）、10/9（火）、11/13（火）

3,240円（月2回）
田村　陽子

第2・4火  （幼児クラス）17：00～18：00 
　　　　 （小学生クラス）18：00～19：00

体験 8/28（火）、9/4（火）、10/2（火）、11/6（火）

5,184円（月4回）
ERI

火
（幼児～小学生）18：00～19：00

3,240円（月2回）
KYOKO

第2・4土
（幼児～小学生）11：00～12：00

まんが入門（小学生以上対象）
体験 8/18（土）、9/1（土）
　　 10/6（土）、11/17（土）

4,320円（月2回）
ひいらぎゆき

第1・3土 13：30～15：00

キッズHIP HOP
体験

8/31（金）、9/7（金）、10/5（金）、11/2（金）

6,480円（1ヵ月）
BENNY

金 （初級）18：05～19：05、（中級）19：05～20：05

運脳教室（幼児～小学生）

第2・4火 17：00～18：30

体験 8/28（火）、9/11（火）
　　 10/9（火）、11/13（火）

3,240円（月2回）
松田　亜津子

ガールズアイドルダンス（幼児～小学生） チアダンス（幼児～小学生）
体験 8/25（土）、9/8（土）、10/13（土）、11/10（土）

火 17：00～18：30
会場：高岡市古城公園内

3,240円（月2回）
第2・4木 16：45～17：45

6,480円（1ヵ月）
木 16：45～17：45

入会金
無料！
（通常1,000円）

スイミング
キャップ
プレゼント！

教行信証を完成された親鸞聖人は、76歳ごろから和讃
の作成にとりかかられた。無学な人にもわかりやすく、暗
記して日常口ずさむことのできる七五調四行一首の歌で
ある。幸いにも聖人の教えを喜ぶ身となった私の口から
念仏が出るようになった。しかし同じ私の口からは愚痴
も出る。こんな私が助かる道はどこにあるのだろうか。蓮
如上人御一代記聞書も併せて読むことによって私たち
の日常生活を見直し、聖人の教えを深めてみませんか。

すでに日本語でホーム・ページをもっておられる企業において、企業内の担当者の英
語での発信力を高める支援を行います。広報担当者の英語発信と、英語Ｅメールで
の応答を支援し、英語対応業務の能力を高めることを目的とします。

■講　師：高瀬　顕正(真宗大谷派浄教寺住職）
■日　時：第3木曜日　10：00～12：00　■受講料：1,620円(1ヵ月1回分)

■講　師：地﨑　和夫（富山マネジメントアカデミー）
■日　時：第2・4土曜日　10：30～12：00　■受講料：32,400円（6ヵ月12回分）
■教材費：別途テキスト代　■持ち物：パソコン、筆記用具

優しい
女性スタッフ
だから安心！

開講日

9/25○火 ・10/23○火 ・11/27○火 

8/21○火 ・9/4○火 ・10/2○火 ・11/6○火 

12/25○火 ・2019 1/22○火 ・2/26○火 

8/25○土 ・9/8○土 ・10/13○土 ・11/10○土 8/23○木 ・9/20○木 ・10/11○木 ・11/15○木 

ズンバ（ＺＵＭＢＡ）

とにかく楽しい！
音楽と様々なダンスステップが
融合したダンスフィットネスプログラム

親鸞聖人の教えを深める
弥陀也仏のこのかたはいまに十却をへたまえり 企業ＨＰの英語ページ

増設支援講座

新設講座
おすすめ講座

かんたんフィットネスで脂肪を燃やそう！かんたんフィットネスで脂肪を燃やそう！

受講料
月　々4,423円4,423円体が軽くなり引き締まりました。

汗をかくのが好きになりました。

★お客様の声★ ※効果には個人差があります。
●営業時間：月～金曜　１０:００～２１:５０
　　　　　  土曜　8:30～17:00
●講師：文化センター専任女性インストラクター （高岡市・T様）

ジムにはエアロバイクや
ランニングマシン、
ジョーバマシーンほか、
サーキットトレーニングの器具が充実。

富山新聞文化センター富山新聞文化センター
カルちゃん

富山新聞文化センター高岡スタジオ
〈受付時間〉平日・土曜日 9：30～19：30

0766-26-7000

「複数受講」1,000ポイント！1
特典 2人で

入会すると
お得！ 2

特典

（1,000円分）（1,000円分）

「お友達紹介」
1,000ポイント！

高岡
古城
公園

中川

古城公園北口
至市役所

●
高岡市
美術館

富山新聞 高岡会館別館
高岡スタジオ

富山新聞 高岡会館
やさしい

女性スタッフが
対応します

P

P

※予告なしに終了させていただく場合があります。 ※予告なしに終了させていただく場合があります。

■お申し込み・お問い合わせは古城公園
前です。

高岡市中川1丁目1-10

まずは体験2科目受講で

ワンコイン
500円体験!!
今なら
入会金が0円!!
（通常入会金は１,０００円）
※前日までにご予約をお願いします

シャワー室
あります!

ジムもプールも
定額で使いたい
放題! !

ジュニアスイミング 水温31℃
あったかプール

ジ ュ ニ ア 講 座

体験日 8/25○土 ・9/1○土 ・10/6○土 ・11/10○土 

8/25○土 ・9/8○土 ・10/13○土 ・11/10○土 

・9/19○水 ・10/17○水 ・11/21○水 8/29○水

8/25○土 ・9/8○土 ・10/13○土 ・11/10○土 
8/24○金 ・9/14○金 ・10/12○金 ・11/9○金 

リフレッシュ歌謡舞踊
「ザ・男舞専科」

男性のための個人レッスン講座です。

男前をあげる自分磨きの習い事です。着付けからはじまり、
立ち居振る舞いの美しさや、身体を動かす楽しさまで歌謡曲
にあわせて気軽に楽しんでいただける講座です。初心者の方
を対象に丁寧に指導いたします。
■講　師：藤間　馨(藤間流師範教授)
■日　時：第1.2.3週土曜日 18：40～20：00（1人20分間）
■受講料：4,212円(月3回分)
■持ち物：白足袋、浴衣、半幅帯、腰紐または動きやすい服装　■会　場：高岡スタジオ

体験日

初心者の
写真教室

四季の彩りから
日常を写す楽しさ！

お一人お一人にカメラの操作
方法やレベルに応じてベテラ
ン講師がやさしく指導いたし
ます。屋外撮影会を実施し、
季節を感じながら楽しく学び
ます。デジタルカメラは、コン
パクトカメラ、一眼レフカメラ
のどちらでも大丈夫です。

■講　師：石田　正博
　　　　 (富山県写真連盟 常任委員)
■日　時：第2・4土曜日 13：30～15：30
■受講料：3,240円（月2回分）
■持ち物：カメラ、筆記用具

舞踊特集

カメラ特集
体験日

大志摩洋一の
　　　　　写真教室

生涯続けられる趣味！

「こういう写真を撮りたい！」
というイメージを持っている
方のために、撮影実習あり、少
人数制で丁寧にわかりやすく
ご指導いたします。ライティン
グ、モノクロの味わい、「写る」
を「撮る」写真に！

■講　師：大志摩　洋一
　　　　 （フォトグラファー）
■日　時：第2・4金曜日
　　　　 10：00～12：00
■受講料：3,024円（月2回分）
■持ち物：カメラ、筆記用具

体験日

体験日

本格スタジオ撮影
プロならではのテクニックを伝授！

プロの写真家が本格的なス
タジオで写真の基礎から指
導します。カメラの機能はも
ちろん、光の当て方から構図
の取り方まで、プロならでは
のテクニックを伝授します。
まず、はじめは静物撮影を中
心に丁寧に指導いたします。

■講　師：宮島　慎平(フォトグラファー)
■日　時:第2･4土曜日10:00～12:00
■受講料:3,240円(月2回) ■持ち物:一眼レフカメラ
■会　場:高岡市石瀬884-2プリパビリシティ

■講　師：第1･3水曜日19:00～21:00
■受講料:3,240円(月2回)  ■持ち物:一眼レフカメラ
■会　場:高岡スタジオ

体験日

歌謡舞踊和寿流
親しみやすい演歌や歌謡曲に合わせて踊ります。

日本舞踊を基本にふまえ、歌謡曲に合わせてどなた
でも楽しく踊れるようにゆっくり指導いたします。 

■講　師：和寿　紫泉(和寿流家元）
■日　時：月曜日 13：00～15：00、19：00～21：00
■受講料：5,616円（月4回分）

■講　師：和寿　千泉(和寿流家元）
■日　時：木曜日 13：00～15：00
■受講料：4,212円（月3回分）

体験日

体験日

8/22○水 ・9/12○水 ・10/10○水 ・11/14○水 

8/22○水 ・9/12○水 ・10/10○水 ・11/14○水 

体験日

開講日

①柔術ソロドリルエクササイズ
～体幹を鍛える～

ヒクソン・グレイシー柔術の動きを取り入れたエクササイズです。組み合わずに一人で行うド
リルを3～5種類程度反復します。人と組み合うことに抵抗がある方や、ちょっと怖いと感じ
ていらっしゃる方にもおススメのクラスです。

②柔術補強ドリルクラス
～護身術に挑戦～

二人一組になり、グレイシー柔術の動きの反復を行います。受け
手と掛け手、それぞれの動きの説明の後にご自身のペースで反復
していただきます。スパーリングは行いません。

教行信証を完成された親鸞聖人は、76歳ごろから和讃
の作成にとりかかられた。無学な人にもわかりやすく、暗
記して日常口ずさむことのできる七五調四行一首の歌で
ある。幸いにも聖人の教えを喜ぶ身となった私の口から
念仏が出るようになった。しかし同じ私の口からは愚痴
も出る。こんな私が助かる道はどこにあるのだろうか。蓮
如上人御一代記聞書も併せて読むことによって私たち
の日常生活を見直し、聖人の教えを深めてみませんか。

すでに日本語でホーム・ページをもっておられる企業において、企業内の担当者の英
語での発信力を高める支援を行います。広報担当者の英語発信と、英語Ｅメールで
の応答を支援し、英語対応業務の能力を高めることを目的とします。

■講　師：Ｒｉｅ（AXIS柔術アカデミー所属女性インストラクター）
■日　時：第2・4水曜日　①15：00～16：00　②16：00～17：00
■受講料：3240円（月2回分）
■持ち物：動きやすい服装（ボタン・ファスナーが無いもの）、水分、タオル

■講　師：高瀬　顕正(真宗大谷派浄教寺住職）
■日　時：第3木曜日　10：00～12：00　■受講料：1,620円(1ヵ月1回分)

フィットネス初心者、体力に自信のない方向けにアレンジ
したプログラムです。急な方向転換が無く、バランス能力
を養う動きも含まれるので、ダンスが苦手な方にもおすす
めです。しっかり汗をかきたい！体力をつけたい！脂肪を
燃焼させたい！ストレスを発散させたい！自分のペースで
できるから初心者でも大丈夫です。楽しんでいるうちにど
んどんカロリー消費できます。

■講　師：ＫＡＯＲＩ（ズンバインストラクター）
■日　時：第1・3火曜日　19：30～20：30
■受講料：3,240円（月2回分）

■講　師：地﨑　和夫（富山マネジメントアカデミー）
■日　時：第2・4土曜日　10：30～12：00　■受講料：32,400円（6ヵ月12回分）
■教材費：別途テキスト代　■持ち物：パソコン、筆記用具

浄土和讃を読む

コーヒー教室inカフェくらうん
自分好みのコーヒーを探そう！

おいしいコーヒーのいれ方を教えます。自家焙煎した
新鮮で香り高い豆を使用します。
家庭で出来るアレンジコーヒーもご紹介します。

■講　師：小島　治（カフェくらうん店主）
■日　時：第4火曜日　18：30～20：00
■受講料：12,960円（6ヵ月6回分）※コーヒースプーン代1,500円が別途必要です。
■会　場：カフェくらうん（高岡市古定塚9-33）　■定　員：10名

体験日

シニアのためのダンベル体操
体幹を鍛えて元気な「幸齢者」を目指そう！

ダンベルを使った簡単な筋トレで全身の筋肉と関節
を大きく動かします。運動不足の方や姿勢が悪くな
ってきた方におすすめです。加齢に伴い筋力が低下
するとバランス機能や運動機能が低下し、つまづき
や転倒の原因になります。「瞬発力の筋肉」「踏ん張る
筋肉」が鍛えられるダンベル体操で体幹を鍛え、健や
かな体を目指しましょう。

■講　師：中村　一生（NPO法人ニューダンベル体操協会公認指導員）
■日　時：水曜日　10：30～12：00　■受講料：5,184円（月4回分）
■持ち物：動きやすい服装、内履き、水分

〈カリキュラム例〉
1．海外のＨＰ閲覧者は、何を求めてアクセスし、どの情報を求めてるか？、
　 何処を見てるか？そして、どんな情報を取集し、どんな情報を発信するか？
　 必要な情報だけを取捨選択して翻訳。
2．コンタクト迄の手順　3．Eメール応答　4．参加企業のＨＰを参考　など

高岡スタジオ高岡スタジオ
習い事を始めませんか習い事を始めませんか

同時
募集
はじめての一眼レフカメラ

裏面に
続きます



全講座ワンコイン体験会！ご希望の講座をお選び下さい。
お申し込みは☎0766-26-7000まで。お気軽にどうぞ。

ワンコイン（500円）体験会 体験
各5名限定!

2018年
8・9・10・11月期

版  画
体験 8/31（金）、9/7（金）

10/5（金）、11/2（金）
金 18:00～20:00

木版画を楽しもう
体験 8/28（火）、9/11（火）

10/9（火）、11/13（火）
第2・4火

10:00～12:00

日本画

月 10:00～12:00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

日本画

火 19:00～21:00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

はじめての水墨画

第1・3火
13:00～15:00

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

日本画

金 13:00～15:00

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

日本画を描く

土 13：00～15：00

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

デッサンからはじめる
日本画

第2・4木
10:00～12:00

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

木曜洋画教室

木 13：30～15：30

体験 8/23（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

水彩画

火 10：00～12：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

美術・工芸・手芸・服飾講座

日本の芸能講座

趣味・娯楽講座

プール・ジム講座

体験日

8/20 月 月・9/3 月・10/1 月・11/5

3,240円（月2回）

歌が上手に歌えるボイストレーニング

加藤　美津子

体験 8/20（月）・31（金）、9/3（月）・7（金）
10/1（月）・5（金）、11/2（金）・5（月）

第1・3月12：30～13：20
第1・3金13：00～13：50

ハーブ&
アロマテラピー

伊藤　令子

体験 8/18（土）、9/15（土）
10/20（土）、11/17（土）

1,296円（月1回）

第3土
10：30～12：00

12,960円（全6回）

コーヒー教室

小島　治

開講 
（お問合せ下さい）

第4火
18：30～20：00

スマイルクッキング

5,184円（月4回）

カラオケ

友井 昌美

体験 8/25（土）・29（水）、9/5（水）・8（土）
　　10/3（水）・6（土）、11/7（水）・10（土）

水 15：00～16：50
水 18：00～19：50
土 14：00～15：50

4,320円（月2回）

太田幸希
カラオケ教室

太田 幸希

体験
（お問合せ下さい）

第2・4木
14：30～16：30

4,320円（月2回）

初心者のための
ギター教室

舟瀬 新一郎

第2・4月
10：00～12：00（個別）

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/12（月）

そば入門

小竹　雄作

※体験には受講料がかかります。

2,160円（月1回）
第1火 19：00～21：00

体験
（お問合せ下さい）

6,480円（月4回）

元気の出る
カラオケ

松井 芳子

金 10：00～12：00

体験 8/24（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

3,240円（月2回）

圓山二朗の
カラオケ教室

圓山 二朗

第1・3土
16：00～17：00

体験 8/18（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

健康マージャン

川上 浩志
3,240円（月2回）

第2・4月（入門・初級）
10：00～12：00

体験 8/27（月）、9/10（月）
10/22（月）、11/12（月）

健康将棋

高田　彰
2,160円（月2回）

第1・3土
11：00～12：00

体験 8/18（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/17（土）

4,320円（月4回）

健康マージャン

川上 浩志

土18：00～20：00

体験 8/25（土）、9/8（土）
10/13（土）、11/10（土）

囲碁

広田　徹
4,752円（月4回）

土
13：00～16：00

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

2,808円（月2回）

盆栽

野上 寿明

第2・4土
10：00～12：00

体験 8/25（土）、9/8（土）
10/13（土）、11/24（土）

3,780円（月2回）

大正琴

武脇 淑子

第2・4火
10：00～12：00

はじめての
ウクレレ

荒木 美幸
3,240円（月2回）

第1・3火
11：00～12：00
18：30～19：30

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

3,240円（月2回）

ゆかいに吹こう
オカリナ

小山 佳純

第1・3火
10：00～12：00

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

越中おわら踊り（朝・夜コース）
体験　 8/21（火）・23（木）
9/11（火）・13（木）、10/9（火）
10/11（木）、11/6（火）・8（木）

3,240円（月2回）
向柴 千賀子

火 10：00～12：00
木 19：00～21：00

良鳴竜一の太鼓入門
体験 8/31（金）、9/7（金）
　　 10/5（金）、11/2（金）

6,480円（月4回）
良鳴 竜一

金 14：30～15：20
金 15：30～16：20
金 19：00～19：50

色えんぴつ・
水彩画教室

月 19：00～21：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

色えんぴつ・
水彩画教室

火 13：00～15：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

楽しい油絵

第1・3月
18：30～20：00

体験 8/20（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

デッサン・水彩
体験 8/23（木）、9/6（木）

10/4（木）、11/1（木）
木 13:00～15:00

5,616円（月4回）

いけ花古流

渡邉 理倭

火 17：30～20：30

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

4,795円（月3回）

茶道薮内流

豊本　和子

火 14：00～17：00
火 18：00～20：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

男性茶道（裏千家）
体験 8/28（火）、9/4（火）

10/2（火）、11/6（火）

4,795円（月3回）
井上　宗朋

火 18：00～20：00

4,795円（月3回）

はじめての
男性茶道

井上 宗朋

火 17：00～18：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

4,795円（月3回）

茶道表千家

神島　宗甫

金 14：00～16：00
金 16：00～18：00

体験 8/24（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

いけ花草月流

3,888円（月3回）

金 17：30～18：30（親子）
金 17：00～20：00（大人）

炭谷　彩陽

体験 8/24（金）、9/7（金）
　　 10/5（金）、11/2（金）

3,564円（月3回）

皇風煎茶禮式

濱谷　弘榮

月 13：30～15：30

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

3,888円（月3回）

いけ花草月流

浅井 宝仙・義本 幸秋

月 14：00～15：30
月 17：30～19：30

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

3,240円（月1回）
教材費2,000円（1回）

初めての香道

佐賀　たえ子

第2金 13：00～15：00
18：30～20：30

体験 8/10（金）、9/14（金）
10/12（金）、11/9（金）

4,795円（月3回）

茶道裏千家

津沢　宗美

水 14：00～16：00
水 18：00～20：00

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

4,795円（月3回）

イスでもてなす
茶道入門

津沢　宗美

水 19：00～20：00

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

茶道裏千家
体験 8/23（木）、9/6（木）
　　 10/4（木）、11/1（木）

4,795円（月3回）
竹澤　宗代

木 13：00～15：00
木 15：30～17：30
木 18：00～20：00

4,795円（月3回）

茶道で学ぶ
和室のマナー

竹澤　宗代

体験 8/23（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）
木 19：00～20：00

2,592円（月2回）

いけばな
嵯峨御流

向井　節甫

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）
第1・3木

13：30～15：30

6,480円（月4回）

胡弓
（入門・初級・中級）

若林　美智子

木
（入門・初級）19：00～20：10
（中級）20：20～21：30

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

7,344円（月4回）

おわら
三味線と唄

若林　美智子

木 20：20～21：30

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

はじめての沖縄三線
（夜コース）

川原　徹也
3,240円（月2回）

第2・4木
20：15～21：45

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

3,240円（月2回）

初めての尺八

東海　煌山

第2・4火
18：30～20：00

体験 8/28（火）、9/11（火）
10/9（火）、11/13（火）

こども 6,480円（月4回）
親　子 9,720円（月4回）

良鳴竜一のこども
太鼓入門（親子可）

良鳴 竜一

金 18：00～18：50

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

3,240円（月2回）

はじめての沖縄三線
（昼コース）

北山　康代

第2・4木
13：30～15：00

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

6,480円（月4回）

新歌謡舞踊
舞mai

艶

木 20：30～21：20

体験
（お問合せ下さい）

3,888円（月3回）

謡曲と仕舞

大澤 永靖

第1・2・3土
10：00～12：00

体験
（お問合せ下さい）

5,400円（月2回）

津軽三味線

加藤 訓政

第2・4木
10：00～21：00（個別）

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

5,616円（月4回）

民謡三味線

飛弾　美津枝

水 15：30～20：00

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

3,888円（月3回）

やさしいお箏

増井　雅柊盈
森林　雅楽洋

水 13：00～14：30

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

6,480円（月4回）

ボイス
トレーニング

木
19：30～20：30

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

人見　薫

3,024円（月2回）

楽しい
童謡・唱歌

加藤 美津子

第1・3月
13：30～15：00

体験 8/20（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

体験 8/28（火）、9/11（火）
10/9（火）、11/13（火）

受講生
募集！！

はじめての
フルート

谷口 佳子
5,400円（月2回）

金 10：00～12：00

体験 8/10（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

初めての
ハーモニカ

福井　宗豊
3,456円（月2回）

第2・4月
10：00～11：30

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/12（月）

6,480円（月4回）

こだわりの
模型入門

中埜 伸一

土 10：00～12：00

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

3,240円（月2回）

はじめての二胡

水野 麻美

第1・3土
9：00～10：00

体験 8/18（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/17（土）

3,240円（月2回）

二胡

水野 麻美

第1・3土
（初級）10：00～11：00
（中級）11：00～12：00

体験 8/18（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/17（土）

ブラック
ゾロのマジック入門
体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

2,808円（月2回）
ブラック ゾロ

第1・3水
14：30～16：00

水中エアロビクス
おすすめ！水中運動特集

富山新聞文化センター
高岡スタジオ

講座一覧

5,184円（月4回）

ストレッチ＆水中運動

土 10：15～11：45

体験
8/25（土）、9/8（土）
10/6（土）、11/10（土）

5,184円（月4回）

レディススイミング

木 10：00～11：30、金 10：00～11：30

体験 8/23（木）・24（金）
　　 9/6（木）・7（金）、10/4（木）
　　 10/5（金）、11/8（木）・9（金）

4,788円（月4回）

ストレッチ専科

火 10：30～12：00、19：00～20：30
金 10：00～11：30、13：00～14：30

体験  8/21（火）・24（金）
　　  9/4（火）・7（金）、10/2（火）
　　  10/5（金）、11/6（火）・9（金）

4,752円（月2回）
材料費1,728円（月2回）

会場：里山交流センター（高岡市国吉1324-1）
室﨑　 ゆかり

体験 8/25（土）、9/8（土）、10/13（土）、11/10（土）

第2・4土 10：00～12：00
※体験には受講料がかかります。

5,616円（月4回）

いけ花古流

北山 理光

水 14：00～16：00
水 17：30～20：30

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

5,184円（月4回）

民 謡

広瀬　勝幸

月 15：15～17：15

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

5,184円（月4回）

詩 吟

宇波　千神

月 18：00～20：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

3,888円（月3回）

詩 吟

佐野　龍萌

金 13：30～15：30

体験 8/24（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

5,616円（月4回）

楽しい新舞踊
(初心者)

尾上 彌生

火
16：30～17：30

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

5,616円（月4回）

楽しい新舞踊
(一般)

尾上 彌生

火
15：15～16：15

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

5,616円（月4回）

歌謡舞踊
和寿流

和寿　紫泉
和寿　千泉

月 10：00～15：00
月 19：00～21：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

4,212円（月3回）

歌謡舞踊
和寿流

和寿　千泉

木
13：00～15：00

体験 8/23（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

5,443円（月3回）

小唄と三味線

竹枝　香寿々
（大井　律子）

金 18：00～20：00

体験 8/24（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

5,616円（月4回）

やさしい日本舞踊

藤間 磬

土 19：00～19：45

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

6,480円（月4回）

かんたん
日舞西川流と新舞踊

西川　扇城緒

体験 
（お問合せ下さい）

木
13：00～14：00（初心者）
14：00～15：00（中　級）

2,808円（月2回）

リフレッシュ
歌謡舞踊

藤間 磬

第1・3土
19：45～20：30

体験 8/18（土）、9/15（土）
10/6（土）、11/10（土）

3,629円（月2回）

箏と三絃と
十七絃

増井　雅柊盈
森林　雅楽洋

第1・3木 14：00～19：00

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

■講　師：長谷田　昌子
■日　時：月曜日 20：00～21：00
■受講料：3,888円（月3回～）

体験日

8/20  ～25    、月 土

水中エクササイズ

■講　師：
　専任トレーナー
■日　時：
月曜日 13：00～14：15
火曜日 14：30～15：45、18：45～20：00
木曜日 13：15～14：15
土曜日 11：45～12：45
■受講料：5,184円（月4回）

■講　師：
　専任トレーナー
■日　時：木曜日
　　　　 15：00～15：45
■受講料：5,097円（月4回）

月 土 月 土10/1   ～6  、11/5   ～10
月 土9/3   ～8  

おすすめポイント
①水の苦手な方でも大丈夫。泳いだり、
　潜ったりすることはありません。
②運動不足・肩こり・腰痛等に悩んでいる方、
　水の特性を生かしたプールは絶好の場です。

体験日

8/23木 木・9/6 木・10/4 木・11/8

水中ウォーク

おすすめポイント
①足場に負担を掛けない全身運動はコレです！
②陸上で歩くのに比べ、カロリー消費、
　脂肪燃焼が数倍効果的です。
　より簡単にダイエットしたい方におすすめです。

おすすめポイント
①水の抵抗を感じながら体を動かすので、
　効率的な脂肪燃焼や筋力アップに繋がります。
②音楽に合わせて、簡単な動きで
　楽しく全身運動をしましょう。

5,184円（月4回）

運動処方教室
体験

8/20（月）・23（木）、9/3（月）・6（木）
10/1（月）・4（木）、11/5（月）・8（木）

月 10：30～12：00、木 19：00～21：00

5,184円（月4回）

おとなのスイミング
体験

8/23（木）・24（金）、9/6（木）・7（金）
10/4（木）・5（金）、11/8（木）・9（金）

木 18：00～19：30
金 13：00～14：30、金 18：45～20：15

5,184円（月4回）

のびのびスイミング
体験 8/21（火）・22（水）

9/4（火）・5（水）、10/2（火）・3（水）
11/6（火）・7（水）
火 13：00～14：30
水 10：00～11：30

5,184円（月4回）

週末リフレッシュ

土 13：00～14：30

体験
8/25（土）、9/8（土）
10/6（土）、11/10（土）

3,240円（月2回）

オカリナ

小山 佳純

第1・3火
（入門）13：00～14：30
（中級）14：00～15：30

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

かんたん
キーボード

田村 陽子
2,808円（月2回）

第1・3金
13：30～15：00

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

かんたん
キーボード

田上 俊子
2,808円（月2回）

第1・3木13：30～15：00
第2・4金13：30～15：00

体験 8/24（金）・30（木）
9/6（木）・14（金）、10/4（木）
10/12（金）、11/1（木）・9（金）

挫折しないギター
（個人・グループ）

のだ まさし

個人 4,320円（月2回）
グループ 3,240円（月2回）

第2・4水
19：15～19：45（個人）
20：00～21：00（グループ）

体験 8/22（水）、9/12（水）
10/10（水）、11/14（水）

中高年のための簡単キーボード
体験 8/31（金）、9/7（金）

10/5（金）、11/2（金）

6,480円（月4回）
田上 俊子

金 12：30～13：30

■お申し込み・お問い合わせは
〒933-0056 高岡市中川1丁目1-10富山新聞文化センター高岡スタジオ 【HP】http://toyama.bunkacenter.or.jp/【E-mail】office@toyama.bunkacenter.or.jp

☎（0766）26-7000

4,752円（月4回）

版  画

松永　洋一

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）
金 18:00～20:00

3,240円（月2回）

木版画を楽しもう

水上　悦子

体験 8/28（火）、9/11（火）
10/9（火）、11/13（火）
第2・4火

10:00～12:00
5,616円（月4回）

日本画

網谷　真佐美

月 10:00～12:00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

5,616円（月4回）

日本画

網谷　真佐美

火 19:00～21:00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

3,888円（月2回）

はじめての水墨画

平瀬　和絵

第1・3火
13:00～15:00

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

5,616円（月4回）

日本画

梅木　信作

金 13:00～15:00

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

4,860円（月3回）

日本画を描く

西藤　哲夫

土 13：00～15：00

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

3,456円（月2回）

デッサンからはじめる
日本画

小原　好博

第2・4木
10:00～12:00

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

6,048円（月4回）

木曜洋画教室

神保　成伍

木 13：30～15：30

体験 8/23（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

4,536円（月3回）

水彩画

前村　悦夫

火 10：00～12：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

3,240円(月2回)

初心者のための
かぎ針

竹田　玲子

第1・3月
10：00～12：00

体験 8/20（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

外国語・文芸教養・パソコン・ビジネス・バレエ講座

スポーツ・ダンス・健康・美容講座

美術・工芸・手芸・服飾講座

富山シティバレエ団

〈幼児クラス（3歳～）〉月 16:30～17:30、水 16:00～17:00
〈小学校低学年クラス〉水 17:00～18:15、金 16:30～17:45
〈小学校高学年クラス〉月 17:45～19:00、金 17:45～19:00
〈中  高  生  ク  ラ  ス〉月 19:00～20:30、水 18:30～20:00

レディースクラス　月・水開講

5,184円（月4回）

気功法

山崎　和子

金 9：30～11：00

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

5,184円（月4回）

ステップ21
ヘルシー体操

金岡　澄子

火 13：30～15：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

4,860円（月3回）

はじめての
ピラティス

小山　久美子

第1・2・3 火
10：30～11：30

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

5,184円（月4回）

太極拳

杉本　さち子

月 10：30～12：00
水 13：30～15：00、18：30～20：00

体験　8/27（月）・29（水）、
9/3（月）・5（水）、10/1（月）
10/3（水）、11/5（月）・7（水）

5,184円（月4回）

はじめての太極拳

田中　正人

月 19：00～20：30

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

4,752円（月4回）

リフレッシュエアロビクス

西村　紹史

月 13：00～14：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

4,752円（月4回）

ソフト
エアロビクス

中田　加末

土 18：00～19：00
　 19：30～20：30

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

体験　 8/21（火）・23（木）
9/11（火）・13（木）、10/9（火）
10/11（木）、11/6（火）・8（木）

3,240円（月2回）
向柴 千賀子

火 10：00～12：00
木 19：00～21：00

体験 8/31（金）、9/7（金）
　　 10/5（金）、11/2（金）

6,480円（月4回）
良鳴 竜一

金 14：30～15：20
金 15：30～16：20
金 19：00～19：50

6,480円（月4回）

色えんぴつ・
水彩画教室

豊岡　洋造

月 19：00～21：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

6,480円（月4回）

色えんぴつ・
水彩画教室

豊岡　洋造

火 13：00～15：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

3,240円（月2回）

楽しい油絵

宮本　明日香

第1・3月
18：30～20：00

体験 8/20（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

デッサン・水彩
体験 8/23（木）、9/6（木）

10/4（木）、11/1（木）

3,888円（月3回）
後谷 達門

木 13:00～15:00

3,024円（月2回）

大志摩 洋一の
写真教室

大志摩　洋一

第2・4金
10：00～12：00

体験 8/24（金）、9/14（金）
10/12（金）、11/9（金）

3,240円（月2回）

会場：プリパビリシティ
（高岡市石瀬884-2）

プロっぽい写真が撮れる
一眼レフで本格スタジオ撮影

宮島　慎平

第2・4土 10：00～12：00

体験 8/25（土）、9/8（土）
10/13（土）、11/10（土）

1,944円（月1回）

はじめての籐工芸

小島　幹子

第3木
10:00～11:30

体験 8/30（木）、9/20（木）
10/18（木）、11/15（木）

3,240円（月2回）

はじめての
一眼レフカメラ

宮島　慎平

第1・3水
19：00～21：00

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

4,752円（月4回）

陶　芸

橋本　精一

月
10：00～12：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

2,160円（月1回）

カルトナージュ

高橋 裕美

第2火
10：00～12：00

体験
（お問合せ下さい）

2,160円（月1回）

ビーズステッチ
ジュエリー

勘坂　喜代子

第1月
13：30～16：00　

体験 9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

3,024円（月2回）

ビーズ織

橋本　由美子

第2・4金
10：00～12：00

見学 8/24（金）、9/14（金）
10/12（金）、11/9（金）

2,160円(月1回)

ちくちく羊毛
フェルト

山本　瑞生

第3水
14：30～16：00

体験
（お問合せ下さい）

3,240円（月2回）

パンフラワー

竹井　小夜子

第1・3水
13：30～15：30

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

5,616円（月4回）

クラフト手芸

牧野　美津子

金 10：00～12：00　

体験
（お問合せ下さい）

ラッピング
体験 8/25（土）、9/22（土）

10/13（土）、11/10（土）

2,808円（月2回）
村上 れい子

第2・4土
10：00～12：00
13：00～15：00

フラワーデザイン
体験 8/28（火）、9/4（火）

10/2（火）、11/6（火）

5,616円（月4回）
中村　律子

火 13：00～16：00

4,752円（月4回）

和服リフォーム

旭　紀江

水 10：00～12：00

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

3,240円（月2回）
4,860円（月3回）

かんたん手編み

竹田　玲子

第1・2・4木、第2・4木
10：00～12：00

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

1,620円（月1回）

庵主さまの
ほほえみ写仏

小林　良正

体験
（お問合せ下さい）

水
14：00～16：00

5,616円（月4回）

書  道

津田　海仙

月 18：00～20：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

5,616円（月4回）

高倉隼志の
自由絵画

高倉　隼志

月 13：30～15：30

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

3,240円（月2回）

パステル画で
風景を描く

岸岡　ひとみ

第2・4金
10：00～12：00

体験 8/24（金）、9/14（金）
10/12（金）、11/9（金）

3,240円（月2回）

大村雪陵の
楽しむ篆 刻

大村 雪陵

第1・3水
10：00～12：00

体験
（お問合せ下さい）

2,592円（月2回）

和田華光
和紙アート教室

和田　華穂

第1・3水
13：30～15：30

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

2,592円（月2回）

和田華光
和紙アート教室

和田　華穂

体験 8/22（水）、9/12（水）
10/10（水）、11/14（水）
第2・4水

10：00～12：00
2,592円（月2回）

はじめての
和紙ちぎり絵

和田　華穂

体験 8/20（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

第1・3月 13：00～15：00

3,024円（月2回）

和紙ちぎり絵

山本 芳子

第1・3水
10：00～12：00

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

5,184円（月4回）

篆  刻

梶川　久美子

木 18：00～20：00

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

文字を楽しむ書
体験 8/22（水）、9/12（水）
　　 10/10（水）、11/14（水）

3,240円（月2回）
岡本 杏華

第2・4水
13：00～15：00

6,480円（月4回）
若林　美智子

木
（入門・初級）19：00～20：10
（中級）20：20～21：30

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

7,344円（月4回）
若林　美智子

木 20：20～21：30

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

川原　徹也
3,240円（月2回）

第2・4木
20：15～21：45

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

3,240円（月2回）
東海　煌山

第2・4火
18：30～20：00

体験 8/28（火）、9/11（火）
10/9（火）、11/13（火）

こども 6,480円（月4回）
親　子 9,720円（月4回）

良鳴 竜一

金 18：00～18：50

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

3,240円（月2回）
北山　康代

第2・4木
13：30～15：00

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

6,480円（月4回）
艶

木 20：30～21：20

体験
（お問合せ下さい）

3,888円（月3回）
大澤 永靖

第1・2・3土
10：00～12：00

体験
（お問合せ下さい）

5,400円（月2回）
加藤 訓政

第2・4木
10：00～21：00（個別）

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

5,616円（月4回）
飛弾　美津枝

水 15：30～20：00

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

3,888円（月3回）
増井　雅柊盈
森林　雅楽洋

水 13：00～14：30

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

ヨガ
体験

8/27（月）・30（木）、9/3（月）・6（木）
10/1（月）・4（木）、11/1（木）・5（月）

5,184円（月4回）
桜井　利江子

月 18：00～19：15、19：30～20：45
木 13：00～14：15、14：30～15：45

スラッシュキルト

2,160円（月1回）
西　ふさえ

体験 8/17（金）、9/21（金）
10/19（金）、11/16（金）

第3金
13：30～15：00

5,616円（月4回）

手編み

小杉　佐智子

火 10：00～12：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

6,177円（月4回）

着付けとマナー

宮元　悦子

水 18：30～20：30

体験
（お問合せ下さい）

1,836円（月1回） 

プリザーブド
フラワー

熊谷　明子

第4火
10：00～12：00

体験 8/28（火）、9/25（火）
10/23（火）、11/27（火）

3,240円（月2回）

やさしい押し花

橋本　烈子

第1・3水
13：30～15：30

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

3,240円（月2回）

パッチワークキルト
ハワイアンキルト

中村　登志子

第2・4水
10：00～12：00

体験 8/22（水）、9/12（水）
10/10（水）、11/14（水）

3,240円（月2回）

ナチュラル
パンフラワー

古川　洋子

第2・4水
10：00～12：00

1,620円(月1回)

インドアグリーンと
デコパージュ

長井　栄子

第4木 
14：00～15：30

体験
（お問合せ下さい）

楽しい紙バンド教室

2,160円（月1回）
行部　亮子

体験 8/9（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）

第2木
10：00～12：00

体験 8/22（水）、9/12（水）
10/10（水）、11/14（水）

きもの着付け

3,240円
深田　優子

第1・3金
19：00～20：30

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

加賀花てまり

2,808円（月2回）
酒井　禮子

第1・3金
10：00～12：00

体験 8/17（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

※必ず事前にお申し込みください。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き
落し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

4,320円（月2回）

フラガール入門

カレイ・アロハ

体験
（お問合せ下さい）

第1・3金
18：30～20：00

3,888円（月3回）

ハワイアン
エクササイズ

カレイ・アロハ

水 13：50～14：50

体験
（お問合せ下さい）

楽しいフラメンコ入門
体験 8/27（月）、9/3（月）

10/1（月）、11/5（月）

7、344円（月4回）
中村　友希子

月 19：00～19：50

自分でできるさとう式リンパケア

3,240円（月2回）
飯沼　祐子

第1・3火 10：30～11：30

体験
（お問合せ下さい）

1,620円（月1回）

源氏物語
体験 8/18（土）
10/20（土）、11/17（土）

常田　正代

第3土
14：00～16：00

3,240円（月2回）

中学英語で海外旅行

林　　敬子

第1・3火
13：30～14：30

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/13（火）

23,100円（全1回）

整理収納アドバイザー
2級認定講座
開講

（お問合せ下さい）

村松　淑子

土 10：00～17：00
7,344円（月4回）

個別指導の
パソコン

パソコン教室絶品
インストラクター

火 13：00～14：00

体験
（お問合せ下さい）

3,240円（月2回）

やさしい朗読

曽田　英津子

第2・4水
10：30～12：00

体験 8/22（水）、9/12（水）
10/10（水）、11/14（水）

1,620円（月1回）

観音霊場を巡る

神保　成伍

第3土
10：00～12：00

開講 8/18（土）、9/15（土）
10/20（土）、11/17（土）

1,620円（月1回）

親鸞聖人の教えに親しむ

高瀬　顕正

第3木
10：00～12：00

開講 8/23（木）、9/20（木）
10/11（木）、11/15（木）

1,620円（月1回）

はじめての
俳句

牧長　幸子

体験 8/29（水）、9/19（水）
10/17（水）、11/21（水）

第3水
10：00～12：00

7,344円（月4回）

熟年者のためのパソコン（朝・昼）

パソコン教室絶品インストラクター

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）
水 （朝）10：00～12：00
　 （昼）13：30～15：30

3,456円（月2回）

話し方入門

今川　美千子

第1・3金
18：30～19：30

体験 8/17（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

3,672円（月2回）

相本芳彦の話し方講座

相本　芳彦

第1・3木
10：00～11：30

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

7,344円（月4回）

簡単パソコン

パソコン教室絶品インストラクター

金14：00～16：00

体験 8/24（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

6,480円（月3回） 教材費実費

シニアのタブレットくらぶ

富山のパソコンクリニック
PC Doctor インストラクター

金 10：00～11：00、11：10～12：10

体験 8/24（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

6,480円（月4回）

6,480円（月4回）

ひめトレ

長谷田　昌子

体験
（お問合せ下さい）

第2・4火 13：00～14：00

水 20：30～21：30
4,752円（月4回）

バランスボールde
美BODY★

長谷田　昌子

金 13：00～14：00

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

5,184円（月4回）

ジャズダンス

千竜　なお美

木 20：00～21：15

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

5,184円（月4回）

自彊術
（健康体操）

木原　玲子

土 13：15～14：45

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

5,184円（月4回）

社交ダンス

東爪　忠司

火 19：30～21：00

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

6,480円（月4回）

フラメンコ入門

寺崎　恵子

月 10：30～12：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

社交ダンス
体験 8/24（金）、9/7（金）

10/5（金）、11/2（金）

4,320円（1ヵ月）
田畑穣次・祥子

金
14：30～17：00
18：00～21：00 4,212～5,616円

（月3～4回）

中高年の
社交ダンス

田畑　律子

火 13：30～15：30

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

4,752円（月4回）

ストレッチポールエクササイズ

長谷田　昌子

木 11：35～12：35

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/1（木）

楽しくダイエット

4,752円（月4回）
大坪　亜砂実

水 20：15～21：15

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

気功法

5,184円（月4回）
富田　和靖

木 10：00～11：25

体験 8/30（木）、9/6（木）
10/4（木）、11/8（木）

ソフトエアロビクス

4,752円（月4回）
長谷田　昌子

金 11：15～12：15

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

3,672円（月2回）

仏像を彫る

森下　廣箭

第2・4水
13：00～15：00

体験 8/22（水）、9/12（水）
10/17（水）、11/7（水）

3,240円（月2回）

筆ペン入門

今川　芳舟

体験 8/23（木）、9/13（木）
10/11（木）、11/8（木）
第2・4木

18：30～19：30
5,616円（月4回）

書  道

今川　芳舟

体験 8/28（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）
火 10：00～12：00

3,240円（月2回）

今川芳舟の
美文字の法則

今川　芳舟

第1・3水
10：00～11：00

体験 8/29（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

5,616円（月4回）

総合書道
（中学生～一般）

今川　芳舟

木 18：30～20：30

体験 8/29（木）、9/5（木）
10/3（木）、11/7（木）

ペン習字（筆ペン・ボールペン含）
体験 8/30（木）、9/6（木）

10/4（木）、11/1（木）

5,616円（月4回）
紅谷　霜葉

木 13：00～15：00

3,240円（月2回）

初心者の
写真教室

石田　正博

第2・4土
13：30～15：30

体験 8/25（土）、9/8（土）
10/13（土）、11/10（土）

3,240円（月2回）

渡辺一生の
木彫入門

安念　洋子

第2・4月
13：00～15：00

体験 8/27（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/12（月）

はじめての切り絵
体験 8/17（金）、9/7（金）

10/5（金）、11/2（金）

2,808円（月2回）
森田　ゆう子

第1・3金
10：00～12：00

心を贈る絵手紙
体験 8/22（水）・31（金）、9/7（金）・12（水）

10/5（金）・10（水）、11/2（金）・14（水）

2,808円（月2回）
福井　京子

第2・4水 10：00～12：00
第1・3金 10：00～12：00

新聞コラムを書き写す講座
体験 8/28（火）、9/11（火）

10/9（火）、11/13（火）

3,240円（月2回）
今川　芳舟

第2・4火
13：30～15：00

4,320円（月2回）

フラダンス

カレイ・アロハ

第2・4木
19：00～20：30

体験
（お問合せ下さい）

6,480円（月4回）

HIPHOP

BENNY

金 20：10～21：05

体験 8/31（金）、9/7（金）
10/5（金）、11/2（金）

3,888円（月2回）

初めての
ベリーダンス

VICKY

第1・3月
20：30～21：30

体験 8/20（月）、9/3（月）
10/1（月）、11/5（月）

美・hula
（フラダンス）

3,500円（月2回）
5,248円（月3回）
宮本　園子

火 10：00～11：00

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

6,480円（月4回）

タップダンス入門

岸　恭子

水 10：00～11：00

体験 8/22（水）、9/5（水）
10/3（水）、11/7（水）

フラダンスクプナクラス
体験 8/17（金）、9/7（金）
　　 10/5（金）、11/2（金）

4,320円（月2回）
リコ・リーハウメレ 佳永子

第2・4金10：00～11：30
第1・3金10：00～11：30

6,480円（月3回）

大人のバク転

輪島　貴史

土 19:30～20：30

各月最終体験レッスン日です。
（お問合せ下さい）

4,320円（月2回）

水引アート

大西　三保子

第2・4火 
13：30～15：30

体験 8/28（火）、9/11（火）
10/9（火）、11/13（火）

1,404円（月1回）

植物と花の
デザイン

間片　美代子

第3水
10：00～12：00

体験 8/29（水）、9/19（水）
10/17（水）、11/21（水）

ズンバ

3,240円（月2回）
KAORI

第1・3火
19：30～20：30

体験 8/21（火）、9/4（火）
10/2（火）、11/6（火）

体験 （お問合せ下さい）

4,536円（月3回）

はじめての中国語（入門）

土 15：30～17：00

体験 8/25（土）、9/1（土）
10/6（土）、11/10（土）

鄒

2,160円（月1回）

イタリア美術

大村　雅章

第1土
13：30～15：00

体験
9/1（土）・29（土）、10/6（土）


