
筆ペン

■講　師：宮下　真紀世（玄士社同人）
■日　時：第1・3木曜日
　　　　  10：00～11：00（昼クラス）
　　　　  第2・4水曜日
　　　　  18：50～19：50（夜クラス）
■受講料：3,240円（月2回）
■持ち物：筆ペン

やり直し中学英語
「茅ヶ崎方式」（英会話）

■講　師：室崎　梓（ニュースで学ぶ英語教室　茅ケ崎方式高岡校主催）
■日　時：第2・4木曜日 10：00～11：30　■受講料：4,536円（月2回）
■教材費：800円（月2回）　■持ち物：筆記用具

はじめてのウクレレ

■講　師：荒木　美幸
 　　　　ウクレレユニット・レイレ　ウクレレ弾き語リスト
　　　　 ウクレレ弾きのためのイベント「ウクパーとやま」主催
■日　時：第2・4火曜日 18：50～19：50
■受講料：3,240 円（月2回）

挫折しないギター教室

■講　師：六反　洋一（ギターリスト） 
■日　時：第1・3木曜日 19：00～20：30 
■受講料：3,240円（月2回）

仏像を彫る

■講　師：林原　瑠侊（仏師）
■日　時：第2・4水曜日 10：00～12：00　■受講料：3,672円（月2回）

囲碁に挑戦！

■講　師：森川　紗衣（全国高校囲碁選手権大会
　　　　 （女子の部）優勝、
　　　　  全国大学女子学生選手権大会 優勝）
■日　時：第1・3水曜日 13：00～15：00
■受講料：3,240円（月2回）

キッズダンス
（ブレイクダンス）

■講　師：hidekick
　　　　 （ブレイクダンサー）
■日　時：第1・3水曜日17：00～18：00（小学生低学年）
　　　　　　　　　　18：10～19：10（小学生高学年以上）
■受講料：3,240円（月2回）
■別途傷害保険料：100円（1カ月）

戸出パトラ教室戸出パトラ教室
受講生募集!!受講生募集!!

高岡市戸出町4丁目3-28
（パトラショッピングゾーン内正面右側の建物）

●お申し込みお問い合わせは 高岡スタジオまで

☎0766-26-7000会 場

こども書道教室

■講　師：小森　香苑
　　　　（知遠会評議員）
■日　時：第2・3・4
　　　　 木曜日 17：00～18：00
■受講料：4,860円（月3回）　■持ち物：書道用具

はじめての書道教室 

■講　師：小森　香苑
　　　　（知遠会評議員）
■日　時：第2・3・4木曜日 18：30～20：30
■受講料：4,860円（月3回）
■持ち物：書道用具

ゆっくり覚える韓国語 

■講　師：朴　元美
　　　　 （韓国全羅南道出身）
■日　時：第2・4火曜日
　　　　 10：30～11：30
■受講料：3,240円（月2回）
■持ち物：筆記用具

オカリナ入門

■講　師：小山　佳純
　（ライリッシュオカリナ連盟一級認定講師） 
■日　時：第1・3火曜日 17：00～18：00
■受講料：3,240円（月2回）

超かんたんプログラミング

■講　師：高田　めぐみ
　（富山のパソコンクリニック　PC doctor）
■日　時：第2・4水曜日 17：30～18：30
■受講料：3,888円（月2回）
■持ち物：パソコン

着付け 

■講　師：深田　優子
　（装道礼法きもの学院承認教室講師）
■日　時：第1・3月曜日 10：30～12：00
■受講料：3,888円（月2回）

大人のキーボード

■講　師：田上　俊子（キーボード講師） 
■日　時：第1・3水曜日 13：00～14：00
■受講料：3,240円（月2回）

こども絵画

■講　師：高田　めいこ
　　　　 （パステル画教室「遊の会」主宰）
■日　時：第2・4金曜日
　　　　 16：30～17：30（低学年）
　　　　 17：40～18：40（高学年）
■受講料：3,240円（月2回）

美・Hula（フラダンス） 

■講　師：宮本　園子
　（クゥキラキラ
　 イケアオオーノヒ主宰）
■日　時：第2・4火曜日
      　　  10:15～11:15
      　　  第1・3火曜日
      　　  18：50～19：50
■受講料：3,240円（月2回）

60歳のパソコン

■講　師：高田　めぐみ
　（富山のパソコンクリニック　PC doctor）
■日　時：第2・4水曜日 15：30～16：30
■受講料：3,240円（月2回）
■持ち物：パソコン

水彩画入門

■講　師：豊岡　洋造
　（イラストレーター）
■日　時：月曜日 10：00～12：00
■受講料：6,480円（月4回）
■持ち物：水彩絵の具セット

手編み

■講　師：竹田　玲子
　　　　 （編み物作家）
■日　時：第1・3火曜日
　　　　 10：00～12：00
■受講料：3,672円（月2回）

はじめての太極拳

■講　師：田中　正人
　（日本武術太極拳連盟
　 Ａ級公認指導員）
■日　時：木曜日
　　　　 10：00～11：30
■受講料：5,184円（月4回）

中学レベルの単語も、ネイティブが文章として話すとまったく
聞き取れないことがありますよね。このクラスでは、ネイティ
ブが話す音声をスピードを変えて繰り返し聞き、リスニング力
のＵＰを目指します。

ウクレレの音色には心を穏やかに優しい気持ちにさ
せてくれる不思議な魅力があります。しばし日常から
離脱して、癒しのひとときを過ごしましょう♪

哀愁を帯びた独特の美しい音色を楽しみます。
越中おわら節（若林流）の胡弓を、楽器経験のない方に
も持ち方から弾けるようになるまで、ていねいに指導し
ます。

胡　弓

■講　師：若林　美智子（越中弦奏楽若林流宗家）
■日　時：金曜日18：40～19：40（入門）、19：50～20：50（初級）
■受講料：6,480円（月4回）

太極拳は、力を使わずリ
ラックスして行う、身体
にやさしい運動です。

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。

フラダンスはじめての方
大歓迎！基本のステップ
からゆっくり始めます！

お手持ちの水彩セ
ットですぐに始めら
れます。手軽に描け
るため多くの人に親
しまれています。

心落ち着かせ、文字
を書く時間を一緒
に楽しみませんか？
初めての方も大歓
迎です。

カギ針あみ、棒針あみ
で自分ピッタリのベス
ト、セーターを作って
みませんか？

一人一人のペースで
分かるまで丁寧に
説明いたします。苦
しくなく、楽にきれ
いに着れる方法を
お教えいたします。

日本語も話せるネイティブ
の講師ですので、発音もバッ
チリ身に付きます。

はじめての二胡

■講　師：浦野　昭美
　　　　 （張鶴二胡教室講師）
■日　時：第1・3土曜日
　　　　 17：00～18：00
■受講料：3,240円（月2回）

まんが入門

■講　師：ひいらぎゆき
　（イラストレーター・日本ペンクラブ会員）
■日　時：第1土曜日 16：30～18：00
■受講料：2,160円（月1回）　■材料費：実費

はじめてのハーモニカ

■講　師：福井　豊（全日本ハーモニカ連盟理事）
■日　時：第2・4水曜日 18：20～19：50
■受講料：3,456円（月2回）

ジュニアキーボード

■講　師：田村　陽子（キーボード講師）
■日　時：第1・3金曜日
　【幼　 児クラス】16：30～17：30
　【小学生クラス】17：40～18：40
■受講料：3,240円（月2回）

ハーモニカで、
知っている曲を
譜面なしで演奏
することから始
めてみましょう。

親しみやすい日本の曲
や基本の練習曲から始
め、簡単な中国の曲、季
節の曲などに取り組み
ます。

ピアノを始めるか
迷っている方、キ
ーボードから始め
て見ませんか？

道具の使い方、イラスト
の書き方、コマ割りやセ
リフのコツなど、基本か
らお教えします。

「素敵な曲を弾い
てみたい、でも難
しそう」と思ってい
る方に最適な入門
講座です。

親しみやすく自由に思
った事を表現出来る
様に楽しく取り組んで
いきたいと思います。

なにか音楽の趣
味を持ちたいと
いう方に最適な
講座です｡

手持ちのパソコン
で、今話題の簡単
プログラミングを
楽しもう。

初めての方はもちろん、練習したけど挫折してギタ
ーが埃をかぶっているという方に、基本よりもとに
かく楽しく簡単に弾けるようになるギター教室が出
来ました。昔好きだった曲を奏でてみませんか？
アコースティック、フォーク、エレキを対象とします。

美しい字は一生の
宝物。子供の頃か
ら正しい書き方を
身に付けよう！

初心者の方でも楽しく踊れる
ように、それぞれのレベルに
合った指導をします。初めて
の方、大歓迎！！！みんなで楽
しく踊りましょう♪

上手に書くにはコツがあります。
長年のくせ字を直しましょう。
少人数制でぐんぐん上達！！
よく使う字から練習します。

木彫りの御仏さまをつくりましょう！木で仏さまをじっくり
と彫りあげます。彫刻刀の使い方、研ぎ方も教えます。

ぱっと見、難しそうと感じられる方もい
らっしゃいますが、ルールはたったの４
つ！初めは、６路盤という小さな盤から
始めますので、新しい趣味をお探しの
方、お気軽にお申込みください。
★入門クラスは初めて囲碁を始める方
が3ヵ月で入門～15級を目指します。

【講座内容】
①地紋彫り　②仏足、仏手
③仏頭（地蔵、釈迦）
④聖観音仏頭
⑤救世観音　⑥地蔵菩薩
⑦天神様（菅公）　⑧七福神
⑨白衣観音　⑩パネル等
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お仕事帰りのヨガ午後のヨガ

■講　師：ｙａｓｕｋｏ
　（プライベートヨガ　ムクタインストラクター）
■日　時：第1・3月曜日 15：00～16：00
■受講料：3,240円（月2回）

一人ひとりの適度
な運動量と、深い
リラクゼーション
を同時に味わって
いただける内容に
なっています。

■講　師：kimiko（ヨガインストラクター）
■日　時：第1・3月曜日
　　　　 19：00～20：00、20：10～21：10
■受講料：3,240円（月2回）

ストレスを解消し活力
を高めます。運動不足
の方、体力に自信のな
い方、少し身体を動か
したい方、疲労回復に
も最適です。

富山新聞文化センター
カルちゃん


