
「お友だち紹介」1,000ポイント（1,000円分）

無料
体験会
開催 !!

必ず事前にお申し込み下さい

２科目受講で

２人で入会

特典１
特典２

　感謝の気持ちと思いやりのこころ、

そして克己心を養います。

５～ 12歳対象

新設
講座

キッズ空手教室キッズ空手教室キッズ空手教室
大人気！

■講　師 ：山崎　英明　（尚道館空手道場　館長 ・代表師範）
■日　時 ：第２ ・ ４月曜日　①17 ： 30 ～ 18 ： 30②18 ： 40 ～ 19 ： 40
■受講料 ： ３,２４０円 （月２回）
■持ち物 ：動きやすい服装、 タオル、 飲み物

　それぞれの年齢や能力、目標に応じて、無理なく技術を修得できるよう

工夫されています。まずは見学または無料体験の受講にお越しください。

６/13㊊・７/１１㊊・８/８㊊

スタジオ
じゆう

■講　師：スタジオじゆうトレーナー
■日　時：第１ ・ ３金曜日【体操教室】（幼児～小学校低学年対象）
　　　　　　　　　　　　　　　　　１６：３０～１７：２０
　　　　　　　　　　　　　　　　　【バック転教室】（小学生対象）
　　　　　　　　　　　　　　　　　１７：２５～１８：４０
■受講料：３,２４０円　（月２回）■持ち物：内履きシューズ、タオル、飲み物

６/３㊎・７/１㊎・８/５㊎

体操教室・バック転教室
金曜
クラス
増設

６/４㊏・７/２㊏・８/６㊏ ６/７㊋・７/５㊋・８/２㊋

筆ペン入門筆ペン入門

シニアのタブレット（ｉＰａｄ ）くらぶシニアのタブレット（ｉＰａｄ ）くらぶ 水彩画入門水彩画入門

書道＆篆刻入門書道＆篆刻入門いちから社交ダンスいちから社交ダンス

シニアのパソコンくらぶシニアのパソコンくらぶ
指１本です～いすい！

■日　時：第１・３金曜日　１４：１５～１５：１５
　　　　第１・３火曜日　①１２：３０～１３：３０　②１３：３０～１４：３０
■受講料：４，３２０円（月２回）　■持ち物：筆記用具、あればお持ちのＩPad

６/３㊎・７/１㊎・８/５㊎

６/４㊏・７/２㊏・８/６㊏
６/８㊌・６/２２㊌・７/１３㊌・８/１０㊌６/１１㊏・６/25㊏・７/９㊏・８/13㊏６/１１㊏・６/25㊏・７/９㊏・８/13㊏

６/４㊏・７/２㊏・８/６㊏

これから絵を始めたい方に
最適の入門講座です。

６/３㊎・７/１㊎・８/５㊎
金曜コース
体験＆説明

６/７㊋・７/５㊋・８/２㊋
せっかく買ったそのiPad、
活用してますか？
　自宅で復習できるように、毎回
プリントをお渡しします

金曜
クラス
増設

火曜コース
体験＆説明

　　　　　　社交ダンスはとても面白いものです。初めての方を
　　　対象に、音楽に合わせて身体を動かす楽しさ、パート
　ナーと息を合わせて踊る面白さを実感していただけるよう
にご指導させていただきます。

■講　師：清沢　文午、清沢　綾（富山ロイヤルスタジオ社交ダンス教師）
■時　間：第２・４土曜日１８：５０～１９：５０
■受講料：３,８８８円（月２回）

　　結婚式の芳名帳やご祝儀袋などに、筆ペンでさらっとキ
レイに文字を書きたいと思ったことはありませんか。年代を
問わず人気の美文字レッスンです。
■講　師：岡本　杏華（富山県書道連盟委員、晴巒会理事長）
■日　時：2・4 水曜日 19：00 ～ 20：00
■受講費：3,240 円（月 2 回）

　　石を印刀で彫りハンコを作ります。書や絵画の作品に押すオリジ
ナルハンコや自由な発想で可愛いマークの図案も作れ、身近なもの
に即利用できます。てん字を学び本格的に仕上げる事もできます。

■講　師：小森　香苑（知遠会評議員）■日　時：第 1・3 土 18：00 ～ 19：30 
■受講費：3,240 円（月 2 回）

　　パソコンのことなら何でもご指導いたします !!スクールのように
全員が同じカリキュラムの授業形式ではありません。ご自分
のノートパソコン持ち込みOKです！無料で貸し出しもします。

■日　時：第１・３金曜日　１３：００～１４：００
■講　師：富山のパソコンクリニック　PC　docter　高田　めぐみ
■受講料：３，２４０円（月２回）　

【文　章】回覧板や町内会の案内
年賀状の印刷など　

【表計算】家計簿やカレンダー

　　基本を大切にし、鉛筆デッサンによる着彩をします。 自由な作品を目指します。
■講　師：後谷　達門 （日本美術連盟会員、 GOYA デッサン会主宰）
■日　時：金曜日　１０：３０～１２：３０■受講料：５,６１６円 （月４回）

　　透明感あふれる絵を描きましょう。 基本の着彩法からプロの技まで、 水彩なら
ではの技法が学べる入門コースです。
■講　師：前村　悦夫 （新美術協会会員、 県洋画家連盟会員）
■日　時：第２・４木曜日　１３：００～１５：００■受講料３,２４０円 （月２回）

　【デッサン・水彩画コース】

　【入門コース】 ６/９㊍・７/１４㊍・８/１１㊍

MAYU

１９:１５～２０:３０

第２・４水曜日１７:００～１８:４５
木１０:００～１０:４０
木１０:５０～１１:５０ スクラッチ＆プログラミング講座

３,２４０円 （月２回）

６/１４㊋・７/１２㊋・８/９㊋

１５:３０～１６:３０ （幼児クラス）
１６:４５～１８:１５ （小学生クラス）

６/４㊏・７/２㊏・８/６㊏

１０:５５～１１:５５

６/１㊌・７/６㊌・８/３㊌

４月からリニューアル６/１㊌・７/６㊌・８/３㊌

６/７㊋・７/５㊋・８/２㊋
低学年） １９:００～１９:５０ （高学年）

火・水１８:００～１９:００、１９:００～２０:００

体験＆説明会

体験＆説明会 体験＆説明会

体験＆
説明会

体験＆
説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆説明会

体験＆
説明会

８，６４０円 （月４回）

保護者会は
ありません
のでご安心
ください。
※一部の講座除く

子供子供
講座講座

新設
講座

大人大人
講座講座

「お友だち紹介」1,000ポイント（1,000円分）
「複数受講」1,000ポイント（1,000円分）

アピタ富山スタジオで

おけいこ始めよう!!
アピタ富山スタジオで

おけいこ始めよう!!
※予告なしに終了とさせていただく場合があります。

カルちゃんカルちゃん

富山新聞文化センター富山新聞文化センター



１ ２

夏

新設
講座

スペイン語スペイン語

ポルトガル語

マドリッド出身の
女性講師が指導

ネイティブの
男性講師が指導

体験＆説明会

体験＆説明会

■講　師：パストル・マタモロス・ソフィア（スペインマドリッド出身）
■日　時：第１・２・３水曜日１８：５５～１９：５５
■受講料：７,１２８円（月３回）

①ジュニアロボット講座
②スクラッチ＆
　プログラミング講座

①ジュニアロボット講座
②スクラッチ＆
　プログラミング講座
①体験＆説明会

６/３㊎・７/１㊎・８/５㊎
６/10㊎・７/８㊎・８/12㊎

６/22㊌

６/９㊍・７/14㊍・８/４㊍
６/27㊊

６/16㊍・７/７㊍・８/４㊍ ６/７㊋・７/５㊋・８/２㊋
６/９㊍・７/14㊍・８/25㊍ ６/２㊍・７/７㊍・８/４㊍

６/８㊌・７/６㊌・８/３㊌

６/２７㊊・７/４㊊・８/１㊊
■講　師：赤沢　省三Ｊｕｎｉｏｒ 
■日　時 ： 第１ ・ ２ ・ ３月曜日１８ ： ５０～１９ ： ５０
■受講料 ： ７,１２８円 （月３回）

体験＆説明会

体験＆説明会

中学英語でおもてなし中学英語でおもてなし

６/16㊍・７/７㊍
８/４㊍

■講　師 ： 原　和子
　　　　　　（富山観光ガイドマニュアル （英語版） 著者）
■日　時 ： 第１ ・ ３水曜日９:３０～１１:００,１１:００～１２:３０
■受講料 ： ３,２４０円 （月２回）

　　中学英語で
やりなおし英会話
　　中学英語で
やりなおし英会話

■講　師：米澤　淳子
（富山市立富山外国語専門学校非常勤講師）
■日　時：第１・３木曜日１１:00 ～１２:３０
■受講料：３,２４０円 （月２回）

６/15㊌・７/６㊌
８/３㊌

６/７㊋・６/９㊍・６/１１㊏
７/５㊋・７/７㊍・７/９㊏
８/２㊋・８/４㊍・８/６㊏

■講　師 ： やまだ工作 （パソコン ・ ロボット塾すばる）
■日　時 ： 第１ ・ ３金曜日１７ ： ００～１８ ： ００
■受講料 ： ３,８８８円 （月２回）
■対　象 ： 小学生

６/17㊎・７/１㊎・８/５㊎

６/17㊎・７/１㊎・８/５㊎

講　師 ： やまだ工作 （パソコン ・ ロボット塾すばる）
■日　時 ： 第１ ・ ３金曜日１７ ： ００～１８ ： ００
■受講料 ： ３,８８８円 （月２回）
■対　象 ： 小学生■材料費 ： １,５００円

VICKY

７/25㊊　開講日

１８：３０～１９：３０

②体験＆説明会


