
★印の講座は材料費の入金をもって受付となります。☆印の講座は締切日以降のキャンセルは材料をお引取り頂きます｡

◎印の講座はレギュラー講座受講生と一緒に受講して頂きます。無印の講座は当日材料費を講師にお支払下さい｡一旦お支払頂いた材料費等は払い戻しいたしません｡

講座名 体験日時 持ち物 材料費 申込締切日 定員 体験制作品 作品展示期間

◎☆
初心者でも楽しめるいやしのキルト
井上　美智子

３月６日（月）
１０：００～１２：００

裁縫道具、縫い糸（生成り） ¥1,500 ３/３（金） 5 ハート型のミニポーチ ３月１８日～３月２３日

☆
ソープカービング
たかはまみほ

３月７日（火）
１０：００～１２：００

特になし ¥1,200 3/4（土） 5 石けんで作るプチケーキ ３月４日～３月９日

◎
レザー小物作り
上浦　美紀

３月８日（水）
１０：００～１２：００

特になし ¥2,350 3/6（月） 5
カードが見つけやすいカードケー
ス

３月４日～３月９日

◎
羊毛フェルトレッスン
斎藤　友香理

３月８日（水）
１０：００～１２：００

特になし ¥1,300 3/6（月） 5 フルーツデニッシュ ３月４日～３月９日

フリースタイル　あばりあみ
新田　恭子

３月９日（木）
１０：００～１２：００

小さな瓶（ジャムや栄養ドリンクの空き瓶など）、はさみ、手元
を見るのに必要な方は眼鏡など

¥500 3/8（水） 10
ミニハンギング花瓶を編みましょ
う

２月２５日～３月２日

◎☆
ハワイアンリボンレイと
リボンの花で作る小物教室
大久保　真弓

３月１０日（金）
１０：００～１２：００

糸切りばさみ ¥1,500 3/8(水) 6 コサージュ

◎☆
木彫　お伽
大屋　智寛

３月１２日（日）
１０：００～１２：００

彫刻刀（三角刀4.5　丸刀9　平刀9）　お持ちでない方は貸出
いたします。

¥1,500 3/10(金） 6 写真額 ３月１１日～３月１６日

◎
銀のジュエリーハンドメイド講座
槇野　りえ

３月１４日（火）
１０：００～１２：００

エプロン、お手拭 ¥1,300 3/12（日） 4 小さな桜のペンダントトップ

◎☆
押し花　ふしぎな花倶楽部
久保　千里

３月１４日（火）
１０：００～１２：００

特になし ¥1,000 3/7（火） 4 バッグハンガー ３月１１日～３月１６日

◎☆
ステンドグラス
～光織りなす魔法のグラス～
奥田　雅康

３月１６日（木）
１３：３０～１６：００

エプロン、古タオル２枚、軍手 ¥2,500 3/12（日） 5 ペン立て

◎☆
楽しい和紙ちぎり絵
正井　広子

３月２０日（月）
１０：００～１２：００

鉛筆、ハサミ、でんぷんのり、お手拭きタオル、のり付け台紙
（チラシ等）

¥1,058 3/13（月） 5 ひなげし ３月１８日～３月２３日

☆
かんたん！ビーズステッチ
正井　広子

３月２０日（月）
１３：３０～１５：３０

糸切りばさみ ¥1,500 3/15（水） 5
大人かわいい！パールのネック
レス

◎☆
グラスアート
曽根　真由美

３月２４日（金）
１０：００～１２：００

はさみ、作品持ち帰り用袋、メガネ（必要な方） ¥1,000 3/19（日） 6 バラのの飾り盾 ３月４日～３月９日

☆
アップリケとアートししゅう
新田　和子

３月２４日（金）
１０：００～１２：００

糸切はさみ ¥1,000 3/17（金） 3 エコバック

おしゃれなトールペインティング
津田多欣子・山脇千鶴代

不参加 ３月４日～３月９日

◎☆
色を楽しむフラワーアレンジ
玉井　弘子

３月８日（水）
１４：００～１６：００

持ち帰り袋（マチの付いたもの）、花はさみ ¥2,000 3/5（日） 2 春いっぱいフラワーアレンジ ３月１１日～３月１６日

☆◎
～山村御流～　いけばな
（土曜クラス）
宇野　宝緑

３月１１日(土)
１０：００～１１：００

花ばさみ（枝物が切れる物）、雑巾、ビニール袋、筆記用具 ¥2,500 3/8(水) 4

☆◎
～山村御流～　いけばな
（木曜クラス）
宇野　宝緑

３月２３日(木)
１０：００～１１：００

花ばさみ（枝物が切れる物）、雑巾、ビニール袋、筆記用具 ¥2,500 3/20(月) 4

☆◎
ブリティッシュフラワーアレンジメント
（火曜クラス）
平田　正子

３月１４日（火）
１４：００～１６：００

はさみ、雑巾、新聞紙１牧、筆記用具 ¥2,100 3/9(木) 7

☆◎
ブリティッシュフラワーアレンジメント
(土曜クラス)
平田　正子

３月２５日（土）
１４：００～１６：００

はさみ、雑巾、新聞紙１牧、筆記用具 ¥2,100 3/20(月) 7

◎☆
～３才からの～
キッズフラワーアレンジメント
まくや　ゆか

３月１９日(日)
１０：００～１２：００

はさみ（工作用可）、筆記用具、持ち帰り袋 ¥2,500 3/15（水） 5 春のフラワーリース

★
生花からの
手作りプリザーブドフラワー
由井　唯都子

３月２１日（火）
１０：００～１２：００

花はさみ、作品持ち帰り袋 ¥2,500 3/17(金） 7
生花からプリザーブド加工したバ
ラを使った春のアレンジメント

３月１８日～３月２３日

暮らし・絵画講座は裏面をご覧ください

ク
ラ
フ
ト

花

基本の花器尊式を使って

生花でマーキュリー　横長のラウ
ンド型

２月２５日～３月２日

３月４日～３月９日

お問合せは、あいあいパークカルチャー教室受付まで　ＴＥＬ：０７９７－８９－５９３３　　　ＦＡＸ：０７９７－８２－３５７１

レギュラー講座へのお申込締切は３月２６日（日）です。

あいあいパーク　２０１７年春カルチャー教室　作品展＆体験フェア　講座一覧表
クラフト講座・お花講座

体験登録料500円で期間中は何講座でも受講できます。 要予約



体験登録料500円で期間中は何講座でも受講できます。
★印の講座は材料費の入金をもって受付となります。☆印の講座は締切日以降のキャンセルは材料をお引取り頂きます｡

◎印の講座はレギュラー講座受講生と一緒に受講して頂きます。無印の講座は当日材料費を講師にお支払下さい｡一旦お支払頂いた材料費等は払い戻しいたしません｡

講座名 体験日時 持ち物 材料費 申込締切日 定員 体験制作品 作品展示期間

◎
ワクワク！やさしい！楽しい！
運動スクール（金曜クラス）
中野　充代

３月３日（金）
１０：００～１１：３０

運動できる服装、運動靴、飲み物、汗ふきタオル、ヨガマットま
たは床に敷くバスタオル

無料 3/2（木） 5

◎
ワクワク！やさしい！楽しい！
運動スクール（水曜クラス）
中野　充代

３月８日（水）
１４：００～１５：３０

運動できる服装、運動靴、飲み物、汗ふきタオル、ヨガマットま
たは床に敷くバスタオル

無料 3/7（火） 15

◎
書道・ペン字
(日曜クラス）(対象：中学生以上）
鈴木　玉楓

３月５日（日）
１０：００～１２：００

書道（書道用品）またはペン字（ペン・ノート） 無料 3/4(土) 5 いろはうた

◎
幼児のためのかきかた教室
鈴木　玉楓

３月１０日（金）
１５：３０～１６：１０

８マスノート、鉛筆（４B以上） 無料 3/9(木) 2
鉛筆の持ち方、姿勢、文字の基
本を学びます

◎
子ども読み方、書き方教室
鈴木　玉楓

３月９日（木）または
１０日（金）
１６：３０～１８：００

１０マスノート・鉛筆（４B以上）または書道用具一式 無料 各前日 各3 ひらがな

◎
学生書道・子どもかき方教室
游白

３月１１日（土）また
は１８日（土）１４：３０
～１５：３０

学生・・書道用具一式、半紙、えんぴつ
幼児・・えんぴつ４Ｂ、消しゴム、８マスノート、下敷き

無料 各前日 各2 レギュラー講座と同じ内容

◎
大人の書
游白

３月１１日（土）また
は１８日（土）１１：３０
～１３：３０

書道・・書道用具一式、半紙
ペン字・・ボールペンまたは万年筆

無料 各前日 各2
レギュラー講座と同じ内容
お申し込み時に希望のコースを
お知らせください。

◎
ヨーガ・セラピー
心晴

３月１１日（土）
１０：１５～１１：４５

ヨガマット（貸出あり・要予約）、飲み物 無料 3/10（金） 4

◎
リフレッシュヨガ
滝井　亜矢子

３月１２日(日)
１２：３０～１４：００

バスタオル、スポーツタオル、動きやすい服装、飲み水 無料 3/11(土) 13
ゆったりとした呼吸に合わせ優し
いヨガのポーズを行います

◎
アロハ　フラ
中島　桂子

３月１６日（木）
１４：００～１５：００

飲料水、動きやすい服装、汚れても良い靴下 無料 3/15（水） 10 簡単なステップ、ストレッチ ３月１１日～３月１６日

☆
わくわく☆RyuRa　タロット
吉田　秀富

３月１８日（土）
１０：００～１２：００

筆記用具 ¥500 3/17（金） 10
ハーバルタロットを使用して自分
自身を見つめていくワークショッ
プ

３月４日～３月９日

リラックスヨガ
田中　淳子

３月３０日（木）
１４：００～１５：３０

バスタオル、水、動きやすい服装 無料 3/29（水） 17
心と身体をゆるめて癒しのひと時
を体験下さい

◎☆
パステルでファンタジーを
いまい　ひろこ

３月１日（水）
１０：００～１２：００

お手拭きタオル、消しゴム ¥1,000 2/28（火） 3 小さなノートに絵本風に絵を描く ２月２５日～３月２日

中高年のための油絵・水彩画
松尾　貞美

３月６日（月）
１４：００～１６：００

スケッチブック（Ｆ６～８号）、鉛筆（２Ｂ、ＨＢ）、消しゴム、水彩
絵具、パレット、筆（４～５本）、筆洗い、ボロ布

無料 3/5（日） 10 静物画

花の絵　ファンタジック水彩画
川戸　直子

３月９日（木）
１３：００～１５：００

エプロン、新聞紙 ¥1,000 3/7（火） 6 マーガレット ２月２５日～３月２日

◎
ボタニカルアート（植物画）
一宮　かずみ

３月９日（木）
１４：００～１６：００

水入れ、ペーパータオル（３枚）、綿棒（４～５本）、鉛筆（ＨＢ)、
練り消しゴム、シャープペンシル

¥1,300 3/6（月） 5
はがきサイズの紙に季節の植物
を水彩絵の具で描きます

３月４日～３月９日

◎
喜ばれるはがき絵（墨彩画）
潮見　冲天

３月１７日（金）
１０：００～１２：００ま
たは
１３：００～１５：００

水墨画用筆、顔彩絵具(水彩絵具可)、墨、硯、パレット、筆拭
きタオル、筆洗い、練習画仙紙、下敷き

¥200 3/16（木） 5 春を彩る花など ３月１１日～３月１６日

日曜絵画教室
（水彩・アクリル・油・えんぴつ）
谷口　壽一

３月２６日（日）
１０：００～１２：００

画用紙（スケッチブックでOK）、鉛筆、水彩用具 無料 3/24（金） 10 静物画を描く ３月２５日～３月３０日

◎
水彩色えんぴつ
おかもと　ゆみ

３月２７日（月）
１３：３０～１５：００

水彩色えんぴつ、筆、筆洗、布、ティッシュ、消しゴム、鉛筆
（HB)、カッター

¥1,000 3/26（日） 5 額入りハガキ絵
３月２５日～３月３０日
生徒作品展：4/11～
4/16

色鉛筆で描く植物画
藤井　恵子

不参加 ２月２５日～３月２日

「似顔絵手紙・切り絵手紙」塾
(女性限定講座)
池上　眞

不参加 ３月１１日～３月１６日

暮
ら
し

絵
画

３月２５日～３月３０日

レギュラー講座へのお申込締切は３月２６日（日）です。

お問合せは、あいあいパークカルチャー教室受付まで　ＴＥＬ：０７９７－８９－５９３３　　　ＦＡＸ：０７９７－８２－３５７１

あいあいパーク　２０１７年春カルチャー教室　作品展＆体験フェア　講座一覧表
暮らし講座・絵画講座

要予約


