
スポーツ、教養などのジュニア講座が充実！

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！
２０１９夏２０１９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。

ノートプレゼント！

( 通常500円 )

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（500円）は不要です。

……

……

……

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。
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㈯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
　　　　　 http://toyama.bunkacenter.or.jp/　　　　office@toyama.bunkacenter.or.jpホームページ Ｅメール

！

※ご受講希望の方は、必ず事前にお申し込みをお願いします。

※１名あたりの受講料です※１名あたりの受講料です

2日間
第１回

第２回

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
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富山新聞
高岡会館

２つの建物で
運営してます

裏面は富山
砺波・氷見！

★高岡スタジオ…高岡市中川１-１-10
★高岡会館…高岡市広小路 1-15（富山新聞高岡支社内）

お問い合わせ・お申し込みは 夏休み

体験教室体験教室体験教室
わわ
くく
わわ
くく

おともだちと
いっしょに
参加しよう！

おともだちと
いっしょに
参加しよう！

裏面に
　続く
裏面に
　続くジュニア

会場：高岡スタジオ
※受講料は税込み価格です。

たのしい陶芸
夏休みの工作づくりに最適 ! 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

７/29㊊　9：00～11：00
8/５㊊　9：00～11：00

逆上がりに挑戦！
鉄棒集中講座

※どちらかをお選びください

鉄棒の最初の難関、逆上がり。上手なやり
方を学び、この夏できるようになろう！
◆講　師：NPO法人じゆう講師
◆受講料：1,620円（1回分）
◆持ち物：動きやすい服装・飲み物　
◆対　象：年中～小学校低学年     ◆定   員：15名
◆会　場：高岡スタジオ

７/27㊏ 17:30～18：20

食品サンプル
本物よりおいしそう！たこ焼き作り

ポーセラーツ

見た目もかわいい
マリンクッキーを作ろう！

７/31㊌　
９：３0～10：30

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。

8/7㊌ 17：00～18：30

◆講　師：八田　一弥（筑波大学体育専門学群卒）
◆受講料：1,620円（1回分）
◆持ち物：動きやすい服装、飲み物
　　　　　（雨天時：内履きシューズ）
◆対　象：小学生
◆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

※日程ををお
選びください

こども絵画教室
夏休みの宿題にぴったりの人気講座
です。古城公園の絵も描けます
◆講　師：神保　成伍(富山県洋画連盟会員)
◆受講料：1,620円（1回分)、3,240円 (2回分)
◆対　象：小学生
◆持ち物：絵の具セット、四つ切画用紙、筆記用具、
古城公園の写真など描きたいもの　
◆会　場：高岡スタジオ

７/26㊎　・７/27㊏
10：00～12：00
※日程ををお選びください

夏休みの宿題に取り組みます。何を制作する
か決めて来てください。下絵から色付けまで
仕上げる場合には２回の参加がお勧めです。
◆講　師：宮本　明日香（富山県洋画連盟会員）
◆受講料：1,620円（1回分)　
◆持ち物：応募作品のサイズの画用紙
◆対　象：小学生　◆会　場：高岡会館

７/2９㊊・8/５㊊
16：00～17：30
※日程ををお選びください

応募作品（図画）に
とりかかろう！

こども書道
書道の宿題を仕上げよう。学校指定の課題
の作品です。
◆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)
◆持ち物：書道用具一式※墨、半紙のない方は実費
◆会　場：高岡会館
◆対　象：小学生　◆会　場：高岡会館

８/１㊍・8/８㊍
10：00～11：30　

※2 日、または
　１日をお選び
　ください

自分だけの
アプリを作ってみよう
プログラミングツールをインストールして、
簡単なアプリケーションを作ります。どん
なものが出来るかはアイデア次第 !?
◆講　師：岩井　幸喜
　　　　　（パソコン教室絶品インストラクター）
◆受講料：2,160円（1回分）
◆持ち物：ノートパソコン　◆対　象：小学３年～
◆会　場：高岡会館

8/24㊏
14：00～15：30

◆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：1,500円（3コ分）
◆持ち物：汚れてもよい服装かエプロン
◆定　員：10名※小学4年生以下のお子様は必ず
補助できる大人の方と同伴でおねがいします。
◆会　場：高岡会館

◆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◆材料費：1,000円
◆持ち物：おしぼり、エプロン、
　　　　　持ち帰り用タッパー
◆対　象：小学生　◆会　場：高岡スタジオ

アイシングクッキー

工作にぴったり！白い磁器に好きな色や柄の転写
紙を貼ってオリジナルな作品を作ります。
◆講　師：飴井　友子（ポーセラーツインストラクター）
◆受講料：1,080円（1回分）
◆材料費：各1,080円（焼成料含む）マグカップ
(高さ８㎝)・お皿(直径15㎝ )どちらか選べます。
◆持ち物：はさみ、ティッシュ
◆対　象：小学生　※小学3年生以下のお子様は親子
参加でお願いします。　◆会　場：高岡会館

8/２㊎　・8/6㊋
10：00～12：00

8/６㊋　13：00～14：30



※受講料は税込み価格です。

イオンモールとなみスタジオ 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9:30～17:00〉

アピタとなみスタジオ
砺波市太郎丸3-69アピタ砺波店２階〈受付：平日・土曜9:30～19:30〉

ファボーレカルチャー

富山教室

富山市婦中町下轡田165-1、ファボーレ１階、〈受付：平日9:30～19:00〉
氷見教室

富山市大手町5-1（富山新聞会館内）〈受付：平日9:30～19:00〉

氷見市加納484ショッピングセンタープラファ１階〈受付：平日・土曜9:30～19:30〉

日曜こども書道 竹で作ろう　
ディジュリドゥ！

食品サンプル
本物よりおいしそう！たこ焼き作り

◆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：1,500円（3コ分）
◆持ち物：汚れてもよい服装かエプロン
◆定　員：10名※小学4年生以下のお子様は必ず
補助できる大人の方と同伴でおねがいします。

8/６㊋　10：00～11：30

見た目もかわいい
マリンクッキーを作ろう！

７/31㊌　
13：０0～14：00

◆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　◆材料費：1,000円
◆持ち物：おしぼり、エプロン、
　　　　　持ち帰り用タッパー
◆対　象：小学生　

アイシングクッキー

こども書道
書道の宿題を仕上げよう！学年ごと
の宿題に準じ指導いたします。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）
◆受講料：1,620円（1回分）
◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆対　象：小学生～中学生
◆定　員：5名
※必ず学年と時間とお名前をお知らせ下さい。

※どちらかをお選びください

め
ゆ

キッズベリーダンス こども書道

食品サンプル

こども書道(金曜) こども絵画 応募作品（図画）
にとりかかろう！

こども書道 キッズＨＩＰＨＯＰ キッズ
イングリッシュ

8/２㊎　16：40～19：30
　　　　　　の間で１時間程度

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。学年ごとの宿題に準
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（1回分）
◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆対　象：小学生～中学生　◆定　員：10名
※必ず学年と時間とお名前をお知らせ下さい。

8/４㊐
　15：00～16：30

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、いつもよ
りも良い作品が仕上がりますよ。
◆講　師：吉江　翠光(富山県書道連盟委員)
◆受講料：1,404円 (1回分)
◆持ち物：書道用具一式、半紙
◆対　象：小学生　◆定　員：各10名
※必ず学年と時間と
　お名前をお知らせ下さい。

8/11㊐10：00～11：00
　　　　　11：00～12：00

７/26㊎15：00～17：00
絵画やポスターなどの夏休み応募作品
に毎年悩んでいませんか。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。
必ず描きたいものの資料、写真を持っ
て来て下さい。

◆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：
夏休みの宿題しおり要項、
水彩セット、指定サイズの
画用紙等、下書きや
描きたいものの資料、
写真等
◆対　象：小学生　
◆定　員：12名

８/2７㊋12：30～13：30
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！
◆講　師：Ｈｉｄｅ（ディジュリドゥ奏者）
◆受講料：1,620円（1回分）
◆材料費：2,000円
◆対　象：小学生　◆定　員：10名
※保護者同伴でお願いします。

８/2７㊋12：30～13：30
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しま
す。～目指せ♪キラキラお姫様☆～
◆講　師：髙谷美也子蝶々
　　　　　（ベリーダンサー/舞踏家）
◆受講料：1,620円
◆持ち物：動きやすい服装、水分、タオル
◆対　象：小学生　◆定　員：10名

７/26㊎10：00～11：30

◆講　師：岡本　杏華
　　　　　（富山県書道連盟委員）
◆受講料：1,620円
◆持ち物：書道用具一式、半紙、夏休
みのしおりなどにある募集要項など、

（墨、半紙のない方は実費）、新聞
◆対　象：小学生　◆定　員：6名

夏休みの宿題に対応いたしま
す！学校ごとの課題に準じて
指導します。

本物よりおいしそう！
持ち上げミニラーメン
◆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：2,600円
◆持ち物：作品を入れる手提げ袋、筆、ティッシュ
の箱、汚れてもよい服装かエプロン
◆定　員：６名※小学4年生以下のお子様は必ず補
助できる大人の方と同伴でお願いします。

７/30㊋
10：30～12：30

夏休みの宿題にある図画の応募作品に取
り組みます。何を制作するか決めて来て
ください。下絵から色付けまでを仕上げ
る場合には２回の参加をお勧めします。
◆講　師：宮本　明日香
　　　　（富山県洋画連盟会員）
◆受講料：
　1,620円（1回分）
◆持ち物：応募作品の
　　サイズの画用紙
◆対　象：小学生
◆会　場：教室

※どちらか、または両方をお選びください

７/20・27㊏16：00～17：00
７/31㊌10：30～11：30

書道の宿題を仕上げよう。学校指定の課
題です。

◆講　師：陽苑（若越書道会同人）
◆受講料：1,620円
◆持ち物：書道用具一式、半紙、
　　　　　夏休みのしおりなどにある募集
　　　　　要項など
※道具を借りる方は別途500円
◆対　象：小学生
◆会　場：和室

　①7/29㊊・7/31㊌・8/2㊎
　　8/5㊊・8/7㊌・8/9㊎
　②8/19㊊・8/21㊌・8/23㊎
　　8/26㊊・8/28㊌・8/30㊎
　　10：30～11：30に開講
　※8/9、8/23、8/26は13：00～14：00

基本的なリズムを習得して簡単な振り
付けで楽しくダンスをしよう！

◆講　師：ＫＹＯＫＯ(ダンスインストラクター)
◆受講料：5,400円 (6回分)
◆持ち物：動きやすい服装、水分、
　　内履きシューズ　◆対　象：年長～小学生

外国のレストランで注文のやりとりをで
きるようになろう！

◆講　師：ＫＹＯＫＯ(英語講師)
◆受講料：2,592円 (2回分)
◆持ち物：筆記用具
◆対　象：小学生

８/４・25㊐1３：30～14：30

夏休み！わわくく
わわくくジュニア講座ジュニア講座

富山新聞文化センター 友達と習おう！思い出づくりや宿題にも最適 (*^_^*)
イオンモールとなみスタジオ…☎0763-58-2125
アピタとなみ・氷見教室………☎0766-26-7000
富山教室…………………………☎076-421-7529
ファボーレカルチャー…………☎076-466-4708

富山・砺波・氷見エリア
お問い合わせ・お申し込みは

裏面は
高岡


