
クラフトテープでツリーを作ろう♥

プリザーブドフラワー　Xmas を
素敵に彩る　オリジナルリース♥

ニット＆リメイク　編み物の初心者でも
作れるかわいいおサルさんを作ろう♥

プレゼントにもかわいい
アイシングクッキー♥

ハーブ＆アロマテラピー　
自分だけのオリジナル香水を
作ろう♥

アートラッピング　ドアにも
飾れる　Xmas リース♥

12/24( 木 )　10:00 ～ 12:00

講　師：牧野　美津子

受講料：1,404 円　

材料費：1,080 円

12/18( 金 )　
10:00 ～ 12:00

12/22( 火 )　10:00 ～ 12:00

12/17( 木 )　
13:00 ～ 15:00

12/５( 土 )10:00 ～ 12:00

　　もしくは 13:00 ～ 15:00

講　師：伊藤　令子　

受講料：1,296 円　

材料費：1,000 円

講　師：松島　樹里

受講料：1,080 円　

材料費：700 円

講　師：竹田　玲子　　受講料：1,620 円　

材料費：1,080 円

講　師：熊谷　明子　　受講料：1,836 円　

材料費：1,080 円

講　師：村上　れい子　　

受講料：1,404 円　

材料費：700 円

12/19( 土 )　
10:30 ～ 12:00

※裏面には、年末特別１Day 講座のお知らせがあります。

’
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受講生 15,000 人が通うカルチャー教室

入会金不要★１日で受講できる！

富山新聞文化センター
高岡スタジオ

手書き年賀状　講座手書き年賀状　講座

上手に書くにはコツがあります。

　〇高岡教室（高岡市広小路1-15、富山新聞社高岡支社隣り）
　■日　時：12/７(月)　10：00～12：00
　■講　師：津田　海仙
　　　　(書道芸術院審査会員・毎日書道展審査会員・富山県書道連盟相談役)
　■受講料：1,620円　■持ち物：小筆、筆ペン、ペンなど　

　■日　時：12/11(金)　18：30～19：30
　■講　師：今川　芳舟
　　　　　(日展作家・日本書芸院審査員・雪心審査員・芳舟書院主宰）
　■受講料：1,620円　■持ち物：小筆、筆ペン、ペンなど　

　■日　時：12/12(土)　18：00～20：00
　■講　師：紅谷　霜葉(日本書芸院審査員・文部科学省認定ペン字検定1級)
　■受講料：1,620円　■持ち物：筆ペン、ペンなど
　■会　場：高岡スタジオ（中川交差点角）
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見本見本

入会金不要

初心者対象小筆・筆ペン・ペンから選べる

あなた専用の名前・住所入りお手本

　■日　時：12/９(水)　13：30～15：30
　■講　師：岡本　杏華（富山県書道連盟委員・晴巒会理事長）
　■受講料：1,620円　■持ち物：小筆、筆ペン、ペンなど

〇富山教室（富山市大手町５-１、富山新聞会館内）
　■日　時：12/10(木)　10：00～12：00
　■講　師：岡本　杏華（富山県書道連盟委員・晴巒会理事長）
　■持ち物：小筆、筆ペン、ペンなど　■受講料：1,620円

　年に１回、心を込めた手書きの年賀状で、お世話になった方
に感謝の気持ちを伝えてみませんか。１回のレッスンで、自分の
名前、住所がきれいに書けるように練習します。コツを学び、文字
を書く楽しさを知りましょう。

※各限定10人※各限定10人

★初心者大歓迎！

オリジナルレシピも差し上げます。

◆黒豆……表皮にしわが寄らないようにふっくら煮る方法。
◇伊達巻き……ちょっと技あり、きれいに作れて皆に喜ばれます。
◆鰤の変わり照り焼き……この照り、この香りがたまらない！
◇煮しめ……お正月用にはこれ ! 飾り切りもお教えします。 

■講　師 ：室崎　ゆかり
　　（スマイル ・ クッキング講師）
■持ち物 ：筆記用具、エプロン、
　　　　　　お持ちであれば三角巾
　※準備の都合上、 キャンセルはでき

　　ませんのでご了承ください。

①津沢コミュニティーセンター会場
（小矢部市清水３６９－１）

■日　時 ： 12/22 （火） １９ ： ００～２１ ： ００

■受講料 ： ２,１６０円　■材料費 ： ９００円

②高岡市里山交流センター会場
（高岡市国吉１３２４番地１）

■日　時 ： 12/26 （土） １０ ： ００～１２ ： ００

■受講料 ： ２,３７６円■材料費 ： ８６４円

黒豆・だて巻き・鰤の変わり照り焼き・煮しめ黒豆・だて巻き・鰤の変わり照り焼き・煮しめ黒豆・だて巻き・鰤の変わり照り焼き・煮しめ

※限定5人

※限定３人
　〇高岡スタジオ（高岡市中川1丁目1-10）
　■講　師:今川　芳舟
　(日展作家･日本書芸院審査員･雪心審査員･芳舟書院主宰)
　■日　時:12月26日(土)   9:30～10:30(幼児、小学1･2年生) 
　  　　 　　　　　　　10:30～12:00(小学3～6年生)
　■受講料:1,296円(1回分)　※紙代実費
　■持ち物:(幼児･小学1･2年生)クレパス
　 (小学3～6年生)だるま筆、墨汁、すずり、文鎮、下敷き、新聞紙　

　〇アピタ富山スタジオ
　（富山市上袋100番68　アピタ富山店2階）
　■講　師:岡本　杏華(富山県書道連盟委員・晴巒会理事長)　　
　■日　時:12月16日（水）16：30～18：00　
　■受講料:1,620円（1回分）
　■持ち物:(小学1･2年生)硬筆墨
　　　　 (小学3～6年生)学校指定の書道道具、新聞紙、紙　　

　〇射水教室
　（射水市戸破加茂1552・富山新聞社射水支局内）
　■講　師:吉江　翠光（読売書法会幹事）
　■日　時:12月26日(土） 10：00～11：30
　■受講料:1,620円(1回分)■定　員:10名
　■持ち物:(小学1･2年生)クレパス、画用紙
　 (小学3～6年生)だるま筆、墨汁、すずり、文鎮、下敷き、新聞紙、紙　　

　〇アピタ砺波スタジオ
　（砺波市太郎丸三丁目69番　アピタ砺波店2階）
　■講　師:吉江　翠光（読売書法会幹事）
　■日　時:12月25日(金）17:15～18：45
　■受講料:1,404円(1回分)　■定　員:10名
　■持ち物:(小学1･2年生)クレパス、画用紙
　 (小学3～6年生)だるま筆、墨汁、すずり、文鎮、下敷き、新聞紙、紙　　

　

必ずうまくなる !! 冬休みの宿題に最適！はじめてで不安がいっぱい…毛筆は自信がなくて
心配･･･もっと上手に書きたい…！そんなお子さんの悩みを解決します！　
学年に応じて、だるま筆とクレパスのどちらでも可能です。筆の正しい持
ち方、正しい書き方をベテラン講師が優しく、丁寧に指導します。

iPhone を使ってみたいけど使いこなせるか不安な方のための、初心者向け基礎講座です。実際に触って体験できます。
■日　時：12 月 11 日（金）10：00 ～ 11：30　■講　師：スマートフォンアドバイザー　
■受講料：1,080 円（「お父さんマグカップ」付）

iPad( タブレット ) ならではの便利な楽しみ方だけでなく、防災等、役立つ情報も詳しくご紹介します。
■日　時：12 月 11 日（金）13：30 ～ 15：00　■講　師：スマートフォンアドバイザー
■受講料：1,080 円（「お父さんマグカップ」付）

こどもの書き初めこどもの書き初め

　〇となみ・ラモーダ
　（砺波市中神土地区画整理事業地内31街区1　
　　イオンモールとなみ2階）
　■講　師:田守　光昭
　　　　　((公財)書道芸術院監事･毎日書道展審査会員･書径舎会長)
　■日　時:12月18日(金) 16:30～18:30の1時間
　■受講料:1,620円(1回分)
　■持ち物:(小学1･2年生)クレパス、画用紙
　 (小学3～6年生)だるま筆、墨汁、すずり、文鎮、下敷き、新聞紙、紙　　

　■講　師:牧野　雪袁(日本書芸院二科審査員･富山県書道連盟会員)
　■日　時:12月20日(日) 13:00～14:30
　■受講料:1,620円(1回分)
　■持ち物:(小学1･2年生)クレパス
　 (小学3～6年生)だるま筆、墨汁、すずり、文鎮、下敷き、新聞紙

　〇戸出教室（高岡市戸出5丁目362、カフェギャラリー銀の車輪内）
　■講　師:小森　香苑（知遠会評議員）
　■日　時:12月24日（木）17：00～18：00
　■受講料:1,620円(1回分)　■定　員:10名
　■持ち物:(小学1･2年生)クレパス、画用紙
　　 (小学3～6年生)だるま筆、墨汁、すずり、文鎮、下敷き、新聞紙、紙

　〇小矢部教室
　（小矢部市桜町1535-1、道の駅メルヘン小矢部内）
　■講　師:小森　香苑（知遠会評議員）
　■日　時:12月25日（金） 13：00～14：30
　■受講料:1,620円(1回分)　■定　員:10名
　■持ち物:(小学1･2年生)クレパス、画用紙
　 (小学3～6年生)だるま筆、墨汁、すずり、
　　　　　　　　文鎮、下敷き、新聞紙、紙　
　

　　
　

　

お電話お待ちしています！

★☆★☆★　※表面はクリスマス特別講座のご案内！！手作りで雰囲気を盛り上げませんか？　★☆★☆★

興味がある方、触ったことが
　ない方も大歓迎です！

はじめての方のための　

　1日講習会

　

はじめての方のための　

　1日講習会

　

iPhone＆iPadiPhone＆iPadiPhone＆iPad
SoftBank　ソフトバンク

①買う前に 90分でわかる！ iPhone体験教室　※２0名限定

②買う前にワクワク！ iPad体験教室　※15名限定
■会　場：富山新聞高岡会館別館
　　　　（富山新聞社高岡支社隣り）

※必ず事前にお申し込みを
　お願いいたします。
※必ず事前にお申し込みを
　お願いいたします。

受講生 15,000 人が通うカルチャー教室


