
～邦楽・舞踊～～邦楽・舞踊～～邦楽・舞踊～～邦楽・舞踊～

初心者初心者初心者初心者ののののためのおためのおためのおためのお琴琴琴琴入門入門入門入門 全全全全 10101010 回回回回
■日時 火曜日(月 2回) 13:30～15:00

■講師 渡辺悦子 好琴会

■受講料 5,400 円/10 回

男性民踊男性民踊男性民踊男性民踊 全全全全 10101010 回回回回
■日時 金曜日(月 2回) 10:00～11:30

■講師 芹澤智子 御殿場民踊会

■受講料 5,400 円/10 回

伝統和楽器伝統和楽器伝統和楽器伝統和楽器 尺八尺八尺八尺八入門入門入門入門 全全全全 12121212 回回回回
■日時 土曜日(月 2回) 17:30～19:00

■講師 秦瓢山 瓢山会

■受講料 6,480 円/12 回（月謝制で継続可）

大正琴大正琴大正琴大正琴（（（（中級中級中級中級）））） （（（（通年通年通年通年））））
■日時 月曜日(月 2回) 13:30～15:00

■講師 福井真澄 琴城流大正琴愛好会

■受講料 8,000 円/6 回（3 ヶ月分ごと集金）

～書道～～書道～～書道～～書道～

中級書道中級書道中級書道中級書道 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 水曜日(月 2回) 9:30～11:30

■講師 御殿場市書道連盟

■受講料 2,660 円/月（教本代含む）

実用書道実用書道実用書道実用書道（（（（夜夜夜夜）））） （（（（通年通年通年通年））））
■日時 木曜日(月 2回) 19:00～21:00

■講師 御殿場市書道連盟

■受講料 2,160 円/月

実用書道実用書道実用書道実用書道 美文字美文字美文字美文字（（（（昼昼昼昼）））） 全全全全 10101010 回回回回
■日時 木曜日(月 2回) 10:00～12:00

■講師 御殿場市書道連盟

■受講料 5,400 円/10 回

～華道～～華道～～華道～～華道～

いけいけいけいけ花花花花((((昼昼昼昼)))) 全全全全 5555 回回回回
■日時 土曜日(月 1回) 14:00～15:30
■講師 古賀由美子 春日流
■受講料 3,240 円/5 回 材料費別途
いけいけいけいけ花花花花((((夜夜夜夜)))) 全全全全 5555 回回回回
■日時 木曜日(月 1回) 19:00～20:00
■講師 勝又富子 池坊
■受講料 3,240 円/5 回 材料費別途

～ダンス・スポーツ～～ダンス・スポーツ～～ダンス・スポーツ～～ダンス・スポーツ～

ボールストレッチボールストレッチボールストレッチボールストレッチ＆＆＆＆コアトルコアトルコアトルコアトル （（（（通年通年通年通年））））
■日時 木曜日(月 4回) 10:30～11:30
■講師 長田ひろみ
■受講料 3,240 円/月
バレエストレッチバレエストレッチバレエストレッチバレエストレッチ （（（（通年通年通年通年））））
■日時 木曜日(月 4回) 13:30～14:30
■講師 野田霞 クラシックバレエ講師
■受講料 3,240 円/月
ブレイクダンスブレイクダンスブレイクダンスブレイクダンス （（（（通年通年通年通年））））
■日時 木曜日(月 4回) 19:00～21:00
■講師 勝間田侑一郎
■受講料 2,160 円/月
フリースタイルダンスフリースタイルダンスフリースタイルダンスフリースタイルダンス （（（（通年通年通年通年））））
■日時 金曜日(月 3回) 20:00～21:00
■講師 渡井美亜 ﾐｱ ﾀﾞﾝｽﾌｧｸﾄﾘｰ
■受講料 3,150 円/月
みんなでみんなでみんなでみんなでフラダンスフラダンスフラダンスフラダンス （（（（通年通年通年通年））））
■日時 土曜日(月 2回) 10:00～11:30
■講師 高田直子 ｹ ｶｲﾏﾙ ﾌﾗ ｽﾀｼﾞｵ
■受講料 子ども 2,500 円/月大人･親子 3,000 円/月

フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス （（（（夜夜夜夜））））全全全全 10101010 回回回回
■日時 火曜日(月 2回) 19:00～20:30
■講師 ミノアカラニフラスタジオ
■受講料 7,560 円/10 回
大人大人大人大人のタップダンスのタップダンスのタップダンスのタップダンス 全全全全 9999 回回回回
■日時 火曜日 19:00～20:00
■講師 Emi's タップ 伊東恵美
■受講料 11,340 円/9 回

～音楽～～音楽～～音楽～～音楽～

トランペットトランペットトランペットトランペット （（（（通年通年通年通年））））
■日時 月曜日(月 2回) 17:00～

■講師 芹澤隆博 器楽連盟

■受講料 5,400 円/個人 3,240 円/グループ

コーラスコーラスコーラスコーラス入門入門入門入門 全全全全 10101010 回回回回
■日時 火曜日(月 2回) 10:00～12:00

■講師 府川ゆり子 稲葉瑞穂 MusicValley

■受講料 5,400 円/10 回

フェリーチェコーラスフェリーチェコーラスフェリーチェコーラスフェリーチェコーラス （（（（通年通年通年通年））））
■日時 火曜日(月 2回) 10:00～12:00

■講師 近藤秀明

■受講料 2,500 円/月

カラオケボイスレッスンカラオケボイスレッスンカラオケボイスレッスンカラオケボイスレッスン （（（（通年通年通年通年））））
■日時 水曜日(月 2回)13:30～17:00(個人 30分）

■講師 山本浩子

■受講料 3,780 円/月

歌歌歌歌のクリニックのクリニックのクリニックのクリニック歌謡歌謡歌謡歌謡・・・・歌唱歌唱歌唱歌唱 （（（（通年通年通年通年））））

■日時 木曜日(月 2回) 13:30～15:30

■講師 巣瀬武士 歌謡歌唱協会

■受講料 2,160 円/月

ピアノでピアノでピアノでピアノで脳脳脳脳トレトレトレトレ （（（（通年通年通年通年））））
■日時 金曜日(月 3回) 10:00～11:00/11:00～12:00

■講師 藤浪佳子

■受講料 3,240 円/月

～美術～～美術～～美術～～美術～

油絵油絵油絵油絵 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 金曜日(月 2回) 13:30～15:30
■講師 前野敏子 ﾊﾟﾚｯﾄの会
■受講料 2,160 円/月
水彩画水彩画水彩画水彩画 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 土曜日(月 2回) 13:30～15:30
■講師 萩原敏江 水彩画クラブ彩り会
■受講料 2,160 円/月
水墨画水墨画水墨画水墨画 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 土曜日(月 2回) 9:30～11:30
■講師 松永哲 旭仙会
■受講料：2,160 円/月

～趣味～～趣味～～趣味～～趣味～

俳句入門俳句入門俳句入門俳句入門 全全全全 6666 回回回回
■日時 日曜日(月 1回) 10:00～12:00
■講師 勝又昭雄 わか草俳句会
■受講料 3,240 円/6 回
大人大人大人大人のののの囲碁囲碁囲碁囲碁 ((((通年通年通年通年））））
■日時 火曜日(月 2回) 19:00～21:00
■講師 横山秋好 みくりや囲碁協会
■受講料 1,080 円/月
盆栽盆栽盆栽盆栽 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 水曜日(月 1回) 9:30～11:30
■講師 川波俊昭 さつき盆栽会
■受講料 1,000 円/月
男男男男のののの料理料理料理料理 全全全全 6666 回回回回
■日時 土曜日(月 1回)9:00～12:00
■講師 清水光子
■受講料 12,000 円/6 回
初心者将棋初心者将棋初心者将棋初心者将棋 全全全全 10101010 回回回回
■日時 土曜日(月２回)13:30～15:00
■講師 田代悟 御殿場将棋クラブ
■受講料 子ども 3,240 円/10 回

大人 5,400 円/10 回
手作手作手作手作りパンりパンりパンりパン（（（（初級初級初級初級・・・・中級中級中級中級））））（（（（通年通年通年通年））））
■日時 火曜日(月 2回)

(昼の部 9:30～夜の部 18:00～）
■講師 栗山ゆかり
■受講料 5,400 円/月
手作手作手作手作りパンりパンりパンりパンおおおお楽楽楽楽しみコースしみコースしみコースしみコース（（（（通年通年通年通年））））
■日時 水曜日(月 1回)

(昼の部 9:30～夜の部 18:00～）
■講師 栗山ゆかり
■受講料 2,700 円/月

～着付け～～着付け～～着付け～～着付け～

着付着付着付着付けけけけ((((昼昼昼昼)))) 全全全全 8888 回回回回
■日時 日曜日(月 2回) 10:00～12:00
■講師 前田美千子 美装会
■受講料 8,000 円/8 回

着付着付着付着付けけけけ((((夜夜夜夜)))) 全全全全 8888 回回回回
■日時 火曜日(月 2回) 19:00～21:00
■講師 渡辺登美子 京都きもの文化学院
■受講料：8,000 円/8 回・受講料は初回に全納、月謝は月初めに納入して頂きます。１度納入された受講料等は原則として返金できません。

・応募人数が少ない場合は講座を取りやめることがあります。

・日程は変更になる場合があります。
・途中入会の有無は講座によって異なりますので お気軽にお問い合わせ下さい。
★★★★おおおお問合問合問合問合せ・おせ・おせ・おせ・お申申申申しししし込込込込みみみみ★★★★ 御殿場市民会館御殿場市民会館御殿場市民会館御殿場市民会館 TEL83-8000TEL83-8000TEL83-8000TEL83-8000 までまでまでまで おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい



～工芸・手工芸～～工芸・手工芸～～工芸・手工芸～～工芸・手工芸～

折折折折りりりり紙紙紙紙 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 月曜日(月 1回) 10:00～12:00
■講師 竹内喜美子 折り紙
■受講料 1,000 円/月

楽楽楽楽しいしいしいしい刺繍刺繍刺繍刺繍 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 月曜日(月 1回) 10:00～12:00
■講師 大野みどり needle work tiny crescent
■受講料 2,000 円/月

革工芸革工芸革工芸革工芸 全全全全 6666 回回回回
■日時 土曜日(月 2回) 9:30～12:00
■講師 磯部信子 富士あざみ革工芸会
■受講料 3,240 円/6 回 材料費別途

籐工芸籐工芸籐工芸籐工芸 全全全全 6666 回回回回
■日時 木曜日(月 1回) ９:30～12:00
■講師 川口修江 あじろの会
■受講料 3,240 円/6 回（月謝制で継続可）

絹絹絹絹のつるしのつるしのつるしのつるし飾飾飾飾りりりり＆＆＆＆ミニチュアミニチュアミニチュアミニチュア着物作着物作着物作着物作りりりり（（（（通年通年通年通年））））
■日時 木曜日(月 2回) 13:00～15:00
■講師 市江洋子 和装工房
■受講料 2,000 円/月

和紙和紙和紙和紙ちぎりちぎりちぎりちぎり絵絵絵絵 （（（（通年通年通年通年））））
■日時 金曜日(月 1回) 13:30～15:00
■講師 曽我さとの しゅんこうの和紙ちぎり絵
■受講料 1,620 円/月

楽楽楽楽しいしいしいしい手編手編手編手編みみみみ （（（（通年通年通年通年））））
■日時 金曜日(月 1～2回) 13:30～15:00
■講師 大野みどり needle work tiny crescent
■受講料 3,000 円/月 2 回 2,000 円/月 1回

手手手手まりまりまりまり作作作作りりりり （（（（通年通年通年通年））））
■日時 土曜日(月 2回) 10:00～11:30
■講師 勝間田文子 あけぼの会
■受講料 1,620 円/月

手作手作手作手作りりりり浴衣浴衣浴衣浴衣 全全全全 10101010 回回回回 5/95/95/95/9（（（（土土土土))))～～～～
■日時 土曜日(月 2回)13:30～
■講師 市江洋子 和装工房
■受講料 7,560 円/10 回

押押押押しししし花花花花 全全全全 6666 回回回回
■日時 水曜日(月１回)13:00～17:00
■講師 滝口実枝子 押し花同好会
■受講料：3,240 円/6 回

みんなでフラダンス
みんなで楽しくフラダンスをしましょう 子どもだ
けでも親子でも楽しめますよ
■日時 土曜日（月 2回）10:00～11:30 
■対象 小学生 親子(幼児未満とその親) 大人 
■講師 高田直子 ケ カイマル フラスタジオ 
■受講料 小学生 2,500 円／月、親子・大人 3,000 円／月

放課後タップダンス
踊りながら自分の足でリズムを創ります 初心者で
もOK！楽しく踊りましょう
■日時 火曜日（月 3回）
幼児 16:00～16:45 小学生 17:00～18:00

■対象 幼児 小学生 
■講師 伊東恵美 Emi's tap
■受講料 3,780 円／月 ）

放課後バレエ教室
本格的なクラシックバレエの教室です 正しいバレ
エの基礎を学びましょう
■日時 木曜日（月 4回） 

年少(ｸﾗｽ)15:10～15:50
幼児(ｸﾗｽ)16:00～16:50 
小学生(ｸﾗｽ)17:00～17:50 

■対象 幼児 小学生 
■講師 野田霞 クラシックバレエ講師
■受講料 3,780 円／月 

リトミック
親子のスキンシップをはかりながら、 音楽を通し
て子どもの五感を成長させる教室♪
■日時 木曜日（月 3回） 

1歳児 9:40～10:30 
2 歳児 10:40～11:30 

■対象 1歳児・ 2歳児 
■講師 カワイ音楽教室講師
■受講料 4,320 円 /月

子ども油絵
油絵の具でキャンバスに描いてみよう！
■日時 第 3日曜日（月 1回） 

13:30～15:00 
■対象 小学生・中学生 
■講師 杉山富是 御殿場絵画ｸﾗﾌﾞ
■受講料 1,100 円／月（材料費含む）

子どもフラワーデザイン
お花を通して季節の行事をたのしみませんか！親子で
も子どもだけでも OK です
■日時 第 2土曜日（月 1回）

13:30～15:00 
■対象 幼児・小学生
■講師 竹内喜美子 花のサークル
■受講料 1,000 円／回（材料費含む） 

絵画造形教室
絵画や工作を通してあそびながら 創造する力を身に
つけます
■日時 月曜日（月 3 回） 

幼児 15:30～16:30
小学生 16:30～17:30 

■対象 幼児 小学生
■講師 カワイ絵画造形教室講師 

■受講料 4,320 円/月 

子どもいけ花
伝統いけ花を生けて子供の感性を のばしませんか
■日時 第 3土曜日（月 1回）

9:30～11:30 
■対象 幼児・小学生・中学生 
■講師 新井昌子 草月流  
■受講料 1,300 円／回（花代含む）

子ども茶道
茶道を通して、礼儀作法や
感性を磨きましょう
■日時 第 2･4 土曜日（月 2回）

13:30～15:30 
■対象 小学生～中学生 
■講師 野木美津子 宗沁会（表千家）
■受講料 1,000 円／月 

子ども書初め
冬休みの課題の書き初めを書道連盟
の先生たちと一緒に練習しよう
■日時 12 月土曜日(全 3回）

9:30～11:30
■対象 小学生・中学生
■講師 御殿場市書道連盟講師
■受講料 1,800 円/3 回、1,300 円/2 回(材料費込）

☆☆☆☆前年度開講前年度開講前年度開講前年度開講したしたしたした講座講座講座講座ですですですです。。。。本年度本年度本年度本年度もももも楽楽楽楽しししし

いいいい講座講座講座講座をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。詳細詳細詳細詳細はおはおはおはお問合問合問合問合

せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。

★★★★大人向大人向大人向大人向けけけけ★★★★

●●●●紙紙紙紙でででで作作作作るバラのアクセサリーるバラのアクセサリーるバラのアクセサリーるバラのアクセサリー

『『『『ロザフィロザフィロザフィロザフィ』』』』体験講座体験講座体験講座体験講座

●●●●癒癒癒癒しのフラワーキャンドルしのフラワーキャンドルしのフラワーキャンドルしのフラワーキャンドル
●●●●マクラメマクラメマクラメマクラメ編編編編みみみみ教室教室教室教室
●●●●アルバムクラフトアルバムクラフトアルバムクラフトアルバムクラフト
●●●●消消消消しゴムはんこしゴムはんこしゴムはんこしゴムはんこ
●●●●変体変体変体変体がなでがなでがなでがなで読読読読むむむむ江戸江戸江戸江戸のののの名作名作名作名作
●●●●おおおお正月正月正月正月いけばないけばないけばないけばな
●●●●銘茶銘茶銘茶銘茶をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ教室教室教室教室
●●●●ポーズでポーズでポーズでポーズで発見発見発見発見！！！！動禅整体動禅整体動禅整体動禅整体・・・・指指指指ヨガヨガヨガヨガ
●●●●手軽手軽手軽手軽にににに本格中華本格中華本格中華本格中華
●●●●金先生金先生金先生金先生のののの韓国料理韓国料理韓国料理韓国料理
●●●●おうちでおうちでおうちでおうちで作作作作ろうろうろうろう！！！！カフェごはんカフェごはんカフェごはんカフェごはん
●●●●ニホンのココロニホンのココロニホンのココロニホンのココロ 和菓子和菓子和菓子和菓子
●●●●かわいいクリスマスかわいいクリスマスかわいいクリスマスかわいいクリスマス
～～～～アイシングクッキーアイシングクッキーアイシングクッキーアイシングクッキー～～～～
●●●●シュトーレンでシュトーレンでシュトーレンでシュトーレンで迎迎迎迎えるクリスマスえるクリスマスえるクリスマスえるクリスマス
●●●●手手手手づくりおせちでにっこりほっこりおづくりおせちでにっこりほっこりおづくりおせちでにっこりほっこりおづくりおせちでにっこりほっこりお正月正月正月正月
●●●●ハワイアンレイハワイアンレイハワイアンレイハワイアンレイ
●●●●袴着付袴着付袴着付袴着付けけけけ

etc...etc...etc...etc...

★★★★子子子子どもどもどもども向向向向けけけけ★★★★

●●●●リトルパティシエになろうリトルパティシエになろうリトルパティシエになろうリトルパティシエになろう！！！！
●●●●おおおお正月正月正月正月いけばないけばないけばないけばな
●●●●ライトクレイライトクレイライトクレイライトクレイ
●●●●デコバッグデコバッグデコバッグデコバッグ

★その他開催予定講座：ポーセリンアート教室、茶道教室、友禅染め


