
がグッと増えてより充実
開始！公民館のお楽しみ講座

人気のガーデニング

季節のガーデニング
季節の花材で寄せ植えを作りませんか？
〔日曜コース〕期…５月～平成１９年２月（８・９
月除く）の第２日曜日 全８回 時…１３：３０～
１５：３０ 員…２４人 対…一般
〔土曜コース〕期…５月～平成１９年２月（８・９
月除く）の第２土曜日 全８回 時…１３：３０～
１５：３０ 員…２４人 対…一般

少年少女歌を楽しむ会

小・中学生の交流の場、保護者の
方もご一緒に。発表会もあります。
期…５月～平成１９年２月の第１・３
日曜日 全２０回 時…１０：３０～
１１：３０ 対…小・中学生

楽しく歌う歌謡教室

毎回、曲目を決めてレッスン。健
康と交流に最適です。
期…６月～平成１９年２月の第１火
曜日 全９回 時…１９：００～２１：００
対…一般

華道入門
初心者歓迎の基礎講座
です
期…６月～平成１９年１
月の第２土曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…１５人 対…一般

楽しむ民謡
日本の“心”を唄いま
しょう！
期…６月～平成１９年２
月の第４日曜日 全９
回 時…１３：３０～１５：３０
対…小学生～

やさしい絵画
まずは身近なものから
描きます
期…６月～平成１９年１
月の第１土曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…２０人 対…高校生～

アメリカンパッチワーク
手作りの楽しさを味わいましょう
〔八日市場会場〕期…６月～平成１９年１月の第４金
曜日 全８回 時…１３：３０～１６：００ 員…２０人 対…
一般
〔野栄会場〕期…６月～平成１９年１月の第２金曜日
全８回 時…１３：３０～１６：００ 員…２０ 対…一般

簡単！似顔絵
上手・下手関係ありま
せん。楽しくです！
期…６月～平成１９年１
月の第１日曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…２０人 対…中学生～

疲れをほぐすヨガ健康ストレッチ
仕事帰りに、ヨガとストレッチで美と健康！
〔前期〕期…６月～９月の第１・３木曜日
全８回 時…１９：００～２０：４５ 員…２０人 対…
一般
〔後期〕期…１０月～平成１９年２月の第１・３木
曜日 全８回 時…１９：００～２０：４５ 員…２０人
対…一般

童 謡・抒 情
歌をうたう
みんなで楽しくうたい
ましょう！
期…５月～平成１９年２
月の第１土曜日 全１０
回 時…１３：３０～１５：３０
対…中学生～

四季のはがき絵

彩墨画形式です

期…５月～平成１９年２月（７

・８月除く）の第４木曜日

全８回 時…１３：３０～１５：３０

員…２０人 対…一般

和紙人形入門
基本からしっかり学べ
ます
期…６月～１０月の第１・
３土曜日 全８回 時
…１３：３０～１５：３０ 員…
２０人 対…中学生～

人気の公民館講座の受け付けを４月１日から３０日まで行います。八日
市場公民館にある申込書に記入してお申し込みください。先着順で定員
になりしだい締め切りますのでご了承ください（電話での仮申し込み
可）。受講料は無料ですが、材料費は実費がかかります。
※受講数は１人２講座までで、同一講座の受講は３年限度が基本です。
※アメリカンパッチワークとクレイクラフトの、八日市場会場は八日市
場公民館、野栄会場は野栄農村環境改善センターです。
◆詳しい内容は公民館の案内書またはホームページをご覧ください。
期…期日、時…時間、員…定員、対…対象 八日市場公民館�７２－０７３５
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休日開催
受け付け

お見事、太巻き寿司

◆「寿大学」「女性教室」は５月号で募集します。お楽しみに！

太巻き寿司

中級をマスターした
ら、もう１人前です
期…１１月～平成１９年２月
の第２日曜日 全４回
時…１３：３０～１５：３０員

…２５人 対…中級者

写真を撮ろう
実技を交えてカメラの基
礎を学びます
期…６月～平成１９年１月
の第３日曜日 全８回
時…１３：３０～１５：３０ 員…
２０人 対…高校生～

アメリカン
フラワー

細い針金を使ってお花
を作りましょう
期…６月～平成１９年１
月の第３土曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…３０人 対…一般

トールペイント
カップ、皿などなんで
も装飾できます
期…６月～平成１９年１
月の第４金曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…１５人 対…一般

癒しのヨーガ
呼吸法とポーズで、心のやすらぎを体験
〔前期〕期…６月～９月の第２・４土曜日 全
８回 時…１３：３０～１５：００ 員…２０人 対…一
般
〔後期〕期…１０月～平成１９年２月の第２・４
土曜日 全８回 時…１３：３０～１５：００ 員…２０
人 対…一般

太巻き寿司

太巻きの基本から始め
ます
期…６月～９月の第２
日曜日 全４回 時…
１３：３０～１５：３０ 員…２５
人 対…初級者

実用書道
かい書を基本に学習で
す
期…６月～平成１９年１
月の第３水曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…３０人 対…一般

押し花の基本
花の押し方から学びま
しょう
期…６月～平成１９年１
月の第３木曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…２０人 対…一般

楽しい絵てがみ
「下手でいい！下手がいい！」が合い言葉
〔前期〕期…６月～９月の第１・３木曜日
全８回 時…１３：３０～１５：３０ 員…２０人 対…
一般
〔後期〕期…１１月～平成１９年２月の第１・３
木曜日 全８回 時…１３：３０～１５：３０ 員…２０
人 対…一般

茶道入門
楽しく茶道の基礎を学
びましょう
期…６月～平成１９年１
月の第３火曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…１５人 対…一般

初歩からの
七宝焼

アクセサリーなど、身
近な小物から…
期…６月～平成１９年１
月の第４水曜日 全８
回 時…１３：３０～１５：３０
員…２０人 対…一般

ハワイアンフラ入門
基本から学べます。南の島に思いをはせて
〔前期・モダンフラ〕期…６月～９月の第２
・４火曜日 全８回 時…１０：００～１２：００ 員
…２０人 対…一般
〔後期・古典フラ〕期…１０月～平成１９年１月
の第２・４火曜日 全８回 時…１０：００～１２：００
員…２０人 対…一般

門松づくり

プロ仕込みの門松でお

正月を迎えましょう

期…１２月１７日（日）時

…１３：３０～１５：３０ 員…

６０人 対…小学生～

陶芸入門
自慢の一品を作りまし
ょう！
期…６月～１１月の第２・
４土曜日 全１０回 時
…１３：３０～１５：３０ 員…
２０人 対…一般

季節のクレイクラフト
ソフト粘土で花の壁飾りやツリーを作ります
〔八日市場会場〕期…６月～平成１９年１月の
第３土曜日 全８回 時…１３：３０～１５：３０ 員
…３０人 対…一般
〔野栄会場〕期…６月～平成１９年１月の第１
日曜日 全８回 時…１３：３０～１５：３０ 員…３０
人 対…一般

しめ縄づくり

お正月は自分の手作り

のしめ縄で

期…１２月１６日（土） 時

…１３：３０～１５：３０ 員…

３０人 対…一般

フラワー
アレンジメントの基礎
お花を“より美しく”
飾りましょう
期…７月～平成１９年２
月の第１日曜日 全８
回 時…１０：００～１１：３０
員…３０人 対…一般

ピアダンス

音楽に合わせて楽しく
踊りましょう
期…９月～平成１９年１
月の第１・３金曜日
全１０回 時…１０：３０～
１２：００ 対…一般

（中級）（初級）

（健康体操）

５


