
富山教室☎076-421-7529高岡スタジオ☎0766-26-7000
県内最大級800講座、受講生4,000人が集う 高岡スタジオ、高岡会館別館、アピタとなみスタジオの講座は 富山教室、ファボーレカルチャーの講座は

〈受付時間：平日・土曜9:30～19:30〉 〈受付時間：平日9:30～19:30〉

 

※画像はイメージです。花材は仕入れの状況などで変更がある場合があります。※受講料には花材費が含まれます。 ※花ばさみ、花包みをご持参ください。※花材の準備がございますのでお早めにご予約ください。

新年を華やかに

高岡スタジオ高岡スタジオ

高岡スタジオ高岡スタジオ 高岡市中川 1-1-10

高岡会館別館高岡会館別館ファボーレカルチャーファボーレカルチャー 富山市婦中町下轡田
165-1、ファボーレ１階

アピタとなみスタジオアピタとなみスタジオ

富山教室富山教室 高岡スタジオ高岡スタジオ富山市大手町5-1
富山新聞会館内

高岡スタジオ高岡スタジオ

◆講　師：北山　理光
◆時　間：14:00～16:00
　　　　　17:30～20:30
※いずれかをお選びください。
◆受講料：3,500 円

①フラワーコーディネートコース
②いけ花コース
　※いずれかをお選びください。

いけばな古流

12/26
　(水 )

◆講　師：渡邉　理倭
◆受講料：3,500 円

12/26
　(水 )

フラワーコーディネートコース

【高岡スタジオ】
◆時　間：12/26（水）　　　　　
　　17:30～20:30
【富山教室】
◆時　間：12/27（木）　　　　　
　　14:00～20:00

12/27
　(木 )

いけばな古流

12/25
　(火 )

◆講　師：中村　律子
◆時　間：13:00～
　　　　　16:00
◆受講料：４,000 円
　　　　　　

フラワーデザイン
職人直伝ミニ門松

12/27
　(木 )

◆講　師：野上　寿明
◆時　間：13:00～
　　　　　　14:00
◆受講料：2,700 円
　　　　　

盆　栽

12/27
　(木 )

◆講　師：炭谷　彩陽
◆時　間：16:00～
　　　　　 20:00
◆受講料：3,000 円
　　　　　　

いけばな草月流

◆講　師：義本　幸秋
◆時　間：13:30～15:30
　　　　　17:30～19:30
◆受講料：①2,700 円
 （南天、松、花その他）
②３,000 円
（大王松、千両（紅、白））
③3,500 円
（梅、松、千両、シンピジューム）
　　　　　　

いけばな草月流

※いずれかを
　お選びください。

12/26
　(水 )

◆講　師：向井　節甫
◆時　間：13:30～15:30
◆受講料：3,500 円
①万年青
②若松ほか
③大王松ほか　　　　　　

いけばな嵯峨御流

12/27
　(木 )

①①

②② ③③
◆講　師：ＨＡＲＵＫＡ
◆時　間：10:30～11:30
◆受講料：2,500 円
　　　

お正月飾り

　

 

12/25
　(火 )

12/25
　( 火 )

◆講　師：松本　柏秀
◆時　間：13:15～
　　　　　14:45
◆受講料：3,500 円
　　　　　　

いけばな草月流

高岡市広小路 1-10

フラワーデザイン

砺波市太郎丸3-69
アピタとなみ店２階 高岡市中川 1-1-10 高岡市中川 1-1-10

高岡スタジオ高岡スタジオ 高岡市中川 1-1-10

高岡会館別館高岡会館別館 高岡市広小路 1-10

　富山新
聞

文化セン
ター

※いずれかを
　お選びください。
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