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県内最大級800講座、受講生4，000人が集う学びの拠点

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！
2017夏2017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 30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！

7/15(土)～８/31(木)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！

月曜日　17:00～18:15/18:30～19:45　火曜日　17:15～18:30
水曜日　17:15～18:30/18:45～20:00　木曜日　16:30～17:45
金曜日　17:15～18:30　土曜日　8:30～9:45/10:00～11:15/15:00～16:15

受講料：週２回レッスン　　　　　　　　　、週１回レッスン７，１７２円（８回分）　　　　　　　　 ５，６１６円（４回分）７，１７２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

裏面に
　続く
裏面に
　続く

！

※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

夏休みの図画工作

◆講　師：宮本　明日香
（小中高美術専修免許、現在高校美術講師 )
◆受講料：1,080円(１回分)◆材料費：200円
◆対　象：小学生
◆持ち物：絵の具、課題に必用な画用紙など
◆会　場：高岡会館別館

夏休みの課題のポスターなどに、
楽しく取り組みましょう。

7/31（月）・8/7（月）　
17：00 ～ 18：00

日　時

動くロボット教室

学研　自由研究教室 食品サンプル

かっこいいロボットを自分で作って動かし
てみよう。

◆講　師：やまだ工作（IT メディア関連サポート
のプレアデス・クリエイター）
◆受講料：1,080円(１回分)◆材料費：2,500円
◆対　象：小学生
　　　※3年生以下は親子での参加になります。
◆会　場：高岡会館

8/5（土）　
9：30 ～ 11：00

日　時

プログラミングで
　　　　　夏休み研究！
自分で作ったアニメを動かそう！

◆講　師：やまだ工作（IT メディア関連サポート
のプレアデス・クリエイター）
◆受講料：1,080円(１回分)
◆対　象：小学生
　　　※3年生以下は親子での参加になります。
◆持ち物：ノートパソコン
◆会　場：高岡会館

8/5（土）　
11：00 ～ 12：00

日　時

自由に泳ぐおさかな不沈子（ふちんし）を作ろ
う。パスカルの原理を体験して、楽しく重力や
浮力について学びます。

◆講　師：前田　真理子
（学研教室講師）
◆受講料：1,080円(１回分)
◆対　象：小学生
◆持ち物：空のペットボトル（炭酸飲料用のもの）
◆会　場：高岡会館別館

8/5（土）　
10：00 ～ 11：30

日　時

自由研究にピッタリ!
実験キットを作って実験!
自由研究にピッタリ!
実験キットを作って実験!

連絡がとれない場合は

参加持ち物：500ml空ペットボトル１本（丸型・炭酸用推奨）

ブレーズ・パスカル
フランスの物理学者・数学者。閉じ込められた液体や
気体のある一点に圧力をかけると、他の全ての部分に
同じ圧力がかかるという「パスカルの原理」を発見した。

パスカルの原理を体験！
自在に泳ぐお魚浮沈子を作ってみよう！

ふ    ちん    しふ    ちん    し
パスカルの原理を体験！
自在に泳ぐお魚浮沈子を作ってみよう！

本物よりおいしそう ! 朝食風ボードを作ろう。

書道の宿題を
　　　　仕上げよう

学校指定の課題です。学年ごとの課題に準じ、
お名前入りのお手本を用意します。

7/27・8/3・8/10(いずれも木)
10：00～ 11：30（低学年）
14：00～ 15：30（高学年）

日　時

※日時をお選びください。各定員10名。

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。

7/29（土）・8/2 ( 水 )　
9：30 ～ 11：00
※どちらかが雨天の場合、８/5( 土 )

日　時

たのしい陶芸 自分で作る
　　　手作りカメラ

２日間コース 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

7/31（月）・8/7（月）
9：00～ 11：00

日　時

※どちらかをお選びください。

牛乳パックでカメラを作って写してみよう。
夏休みの工作に最適です。

◆講　師：大志摩　洋一 ( フォトグラファー )
◆受講料：1,512 円 (1 回分 )◆材料費：200 円
◆対　象：小学生◆持ち物：牛乳パック2個、ハ
サミ、セロハンテープ、両面テープ、スティクのり、
30㎝ものさし、四つ切黒色画用紙1枚、虫眼鏡 (3
～5㎝以内 )※牛乳パックの底に入る大きさのもの、
スーパーのレジ袋 (乳白色のもの )
◆会　場：高岡会館別館

7/31（月）10：00～12：00
　　　　13：00～15：00

日　時

※どちらかをお選びください。

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 :1,080 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
　　　※雨天時高岡スタジオ 2階スタジオ内

8/2（水）17：00～18：00
8/9（水）17：00～18：00

日　時

※どちらかをお選びください。

夏休みカワイ体育教室
跳び箱、マット運動、鉄棒、
ボール、縄跳びなど

◆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：幼児、小学生
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡スタジオ

8/19（土）
10：00～10：50（幼児）
11：00～11：50（小学生）

日　時

ブレイクダンス
ブレイクダンスに挑戦してみよう。

◆講　師 :hidekick
　　　　( ブレイクダンサー）
◆受講料 :1,080 円 (1 回分）
◆対　象：幼児、小学生
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
◆会　場：高岡スタジオ

8/16（水）　
17：00 ～ 18：00

日　時

◆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
　

◆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：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※８/3の14:00～のみ別館

こちらは

高岡の講座

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！

日　時
8/8（火）　
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：2,100円
◆持ち物：水彩用細筆、作品を入れるまちのある袋、
汚れてもよい服装かエプロン、カメラ（宿題用に写真
を撮りたい方のみ）◆定員：６名
※小学校4年生以下は保護者の補助が必要です。
◆会　場：高岡スタジオ

裏面は
富山・砺波！

★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
★アピタ砺波スタジオ☎0766-26-7000

アピタ富山スタジオ イオンモールとなみスタジオ

アピタとなみスタジオ

◆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
◆対　象：小学生◆会　場：砺波市陸上競技場（雨天時→競
技場室内 ,小雨→屋外で行います）◆定　員：各回10名

8/9（水）・8/23（水）　　
17：30～ 18：30

日　時

今よりもっと速く走れるフォーム
を身につけよう！

※どちらかを
お選びください。

夏休みの図画工作
夏休みの課題のポスターなどに楽しく取り組みましょう。夏休みの課題のポスターなどに楽しく取り組みましょう。

8/4（金）15：00～ 16：00
8/11（金・祝）10：00～ 11：00

日　時

※どちらかをお選びください。

◆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（絵の具代）◆対　象：小学生
◆持ち物：課題に必用な画用紙、工作の材料など（水入れ、
筆などは用意します）※1回のみでも、2回でもOK

ゴルフにチャレンジ
　　　　してみよう！

7/30（日）9：00～ 10：00
日　時

◆講　師：川淵　雅博
(スリーラインズゴルフスクール代表　USGTFティーチングプロ））
◆受講料：1,080円 (1回分 )◆教材費：プリペイドカード
2,200円（ボール代）◆対　象：小学3年生～中学生
◆持ち物：動きやすい服装、運動靴、クラブ（無料貸し出し有）
◆会　場：ゴルフガーデンとなみ（砺波市東石丸1-1）
◆定　員：5名まで

夏休みの宿題を仕上げます！
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！

8/2（水）13：30～ 15：30
日　時

◆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：9名

こども書道
書道の宿題を仕上げよう。学校指定の課題です。

8/1（火）10：00～ 12：00
日　時

◆講　師：吉江　翠光 ( 読売書法会幹事 )
◆受講料：1,620 円 (1 回分 )
◆持ち物：書道用具一式
※必ず学年とお名前をお知らせ下さい。

こども書道 日曜こども書道 オリジナルのかごを作ろう！

食品サンプルを作ろう！

ジュニア陸上 動くロボット教室

プログラミングで夏休み研究！ 夏休みの宿題を仕上げます！

キッズダンス

すべてのスポーツの基礎となるのは走り
です！姿勢をただしカッコよく走ろう！

7/28（金）9：30～11：00
日　時

◆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：1,780 円 ( 入場料込）
◆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
◆定　員：15名

7/27（木）9：45～11：45
日　時

8/1（火）13：00～15：00
日　時

かっこいいロボットを作って自分で動かそう。

自分で作ったアニメを動かそう！プログラ
ミングは日本でも、2020 年、小学校から
の必修化に向かって動いています。

◆講　師：やまだ工作
（IT メディア関連サポートのプレアデス・クリエイター）
◆受講費：1,080 円
◆対　象：小学生　
※3年生以下は親子での参加になります。
◆持ち物：ノートパソコン

◆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：10名

7/28（金）12：30～ 14：30
　　　　 15：00～ 17：00
　　　　 17：30～ 19：30

日　時

絵画やポスター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！

こども書道
夏休みの宿題を仕上げよう !学校指定の課題です。学年
ごとの課題に準じたお名前入りのお手本を用意します。

め
ゆ8/2（水）13：00～ 14：00

　　　　14：30～ 15：30　

日　時

※どちらかをお選びください。

◆講　師：岡本　杏華（富山県書道連盟委員）
◆受講料：1,620円（1回分）◆対　象：小学生
◆持ち物：書道用具一式 (墨、半紙のない方は実費）、
新聞紙、ぞうきん
※必ず学年とお名前をお知らせ下さい。

ヒップホップダンスをかっこよく
踊ろう♪
ヒップホップダンスをかっこよく
踊ろう♪

8/2（水）18：30～19：30
日　時

◆講　師：Sunny（ダンスインストラ
クター、女性講師）
◆受講料：1,620 円
◆持ち物：動きやすい服装、内履き
シューズ、タオル、飲み物

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。

8/4（金）17：15～ 19：00
日　時

◆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
◆持ち物：書道用具一式、半紙◆定員：５名まで

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。

8/6（日）13：00～ 14：30
日　時

◆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◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆定員：５名まで

夏休みの宿題の一作品として作ります。
豊かな発想力を活かして、個性あふれ
るおもしろい作品を作りましょう。

7/25（火）・8/1（火）　　
10：00～ 12：00

日　時
※どちらかを
お選びください。

名前入り朝食風ボードを作ろう！
自由研究にもおすすめ！

◆講　師：小島　幹子（籐工芸作家）
◆受講費：1,080 円（1回分）
◆材料費：300 円◆対　象：小学生
◆持ち物：フェイスタオル１枚

日　時
8/2（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：2,100 円
◆持ち物：水彩用細筆、作品を入れるまちのある袋、汚
れてもよい服装かエプロン、カメラ（宿題用に写真を撮
りたい方のみ）◆定員：６名
※小学校 4年生以下は保護者の補助が必要です。

砺波市太郎丸３丁目６９番地
アピタとなみ店２階

砺波市中神1丁目１７４
イオンモールとなみ２階（未来屋書店隣）

★

砺波 IC

砺波総合病院前新富町

平和町

幸町

三島町

中神

新富町（西）

中央町

本町永福町

大辻

砺波駅

イオンモール
　となみ
イオンモール
　となみ

太郎丸

156

156

◆講　師：やまだ工作
　　（IT メディア関連サポートの
　　　　プレアデス・クリエイター）
◆受講費：1,080 円◆材料費：2,500 円
◆対　象：小学生　
※3年生以下は親子での参加になります。
◆持ち物：筆記用具、ニッパー、はさみ、ドライバー

食品サンプルを作ろう！

7/25（火）10：00～12：00
8/3（木）10：00～12：00

日　時

本物よりおいしそう !朝食風ボード
～名前を入れてオリジナルボードを作ろう～
本物よりおいしそう !朝食風ボード
～名前を入れてオリジナルボードを作ろう～

※どちらかをお選びください。

◆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：2,100 円
◆持ち物：水彩用細筆、作品を入れるまちのある袋、汚れて
もよい服装かエプロン、カメラ（宿題用に写真を撮りたい方
のみ）※小学校4年生以下は保護者の補助が必要です。
◆定　員：6名◆会　場：アピタ富山スタジオ前

※いずれかを
お選びください。

富山市上袋１００番６８
アピタ富山店２階

ジュニア陸上

２Ｆ

キッズ共和国

　富山新聞文化センター
イオンモールとなみスタジオ
　富山新聞文化センター
イオンモールとなみスタジオ

未来屋書店

パンドラハウス
（手芸用品）

AEON　STYLE 

富山市上袋100-68アピタ富山店２階〈受付：平日・土曜9:30～ 19:30〉富山市上袋100-68アピタ富山店２階〈受付：平日・土曜9:30～ 19:30〉

砺波市中神1-174イオンモールとなみ２階〈受付：平日9:30～17:00〉砺波市中神1-174イオンモールとなみ２階〈受付：平日9:30～17:00〉

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〉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〉

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

富山新聞文化センター富山新聞文化センター 富山・砺波エリア
わわくく
わわ くく

お友達を誘って

みんな来てね !!

ジュニア教室ジュニア教室
★裏面は高岡です

※必ず事前にお申し込みください。※必ず事前にお申し込みください。

クラブのにぎり方や姿勢、ボールの置く位
置、基本的なスイングを丁寧に指導します。
クラブのにぎり方や姿勢、ボールの置く位
置、基本的なスイングを丁寧に指導します。


