
あいあいパーク　２０２０年春カルチャー教室　作品展＆体験フェア　講座一覧表
お花講座・暮らし講座
体験登録料510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

◎★
フラワーアレンジメント
Ｆフィールド(日曜クラス)
にしざわ　みちこ

３月８日(日）
１４：００～１６：００

はさみ、マチのある大きめの持ち帰り袋 ¥3,500 3/1(日） 3

◎★
フラワーアレンジメント
Ｆフィールド(金曜クラス)
にしざわ　みちこ

３月１３日(金）
１０：３０～１２：３０

はさみ、マチのある大きめの持ち帰り袋 ¥3,500 3/6(金） 3

◎☆

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１０日（火）
１４：００～１６：００

はさみ、雑巾、新聞紙１牧、筆記用具 ¥1,500 3/5(木) 5

◎☆
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２８日（土）
１４：００～１６：００

はさみ、雑巾、新聞紙１牧、筆記用具 ¥1,500 3/23(月) 5

☆

～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１５日(日）
１２：３０～１４：３０

はさみ、マチのある大きめの持ち帰り袋 ¥2,500 3/10(火） 10 春のキャンディーアレンジメント 作品展不参加

★
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１７日（火）
１０：００～１２：００

花はさみ、作品持ち帰り袋 ¥2,500 3/13(金） 6
手作りのプリザーブドフラワーを使用し
た季節のアレンジメント

３月１７日～３月２２日

◎☆
～山村御流～　いけばな
宇野　宝緑

３月２１日(土)
１０：３０～１２：００

花ばさみ（枝物が切れる物）、雑巾、ビニー
ル袋、筆記用具

¥2,500 3/18(水) 2 基本の花器尊式に生ける ３月２４日～３月２９日

◎☆
色を楽しむフラワーアレンジ
玉井　弘子

３月２６日(木）
１０：００～１２：００

持ち帰り袋（マチの付いたもの）、花はさみ ¥2,500 3/22（日） 3 春色のフラワーアレンジ ３月１０日～３月１５日

◎
楽しい英会話
Ｍａｕｄ R.R. Ｎｏｍｉｙａｍａ
Ｌindsay C.N. Ｋａｗａｉ

３月９日(月)
１１：００～１１：５０

筆記用具 ¥500 3/8（日） 10 英語で自己紹介 作品展不参加

◎

リラックスヨガ 水曜クラス
(女性限定)
田中　淳子

３月１１日（水）
１４：００～１５：３０

バスタオル、飲料水、動きやすい服装 無料 3/10(火） 7

◎
リラックスヨガ 木曜クラス
(女性限定)
田中　淳子

３月１２日（木）
１４：００～１５：３０

バスタオル、飲料水、動きやすい服装 無料 3/11(水） 7

◎
子どもよみ方、かき方教室
鈴木　玉楓

３月１２日（木）
１６：３０～１７：３０
または１３日（金）
１７：００～１８：００

８マスノート・鉛筆（４B以上） 無料 各前日 各6 ひらがな 作品展不参加

◎
幼児のためのかきかた教室
鈴木　玉楓

３月１３日（金）
１５：１５～１５：５５

８マスノート・鉛筆（４B以上） 無料 3/12（木) 5 ひらがな 作品展不参加

◎
健幸しなやかヨーガ
心晴

３月１４日（土）
１０：１５～１１：４５

ヨガマット（貸出あり・要予約）、飲み物、運
動できる服装

無料 3/13（金） 6
何歳からでも安心して安全に行える、や
さしいヨーガです。健康促進、生活の質
の向上におすすめです。

作品展不参加

◎
学生書道・子どもかき方教室
（午後クラス）

３月１４日（土）
または２１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２日前 各2 レギュラー講座と同じ内容

◎
大人の書
（土曜クラス）
游白

３月１４日（土）
または２１日（土）
１１：３０～１３：３０

書道・・書道用具一式、半紙
ペン字・・ボールペン

無料 各２日前 各2

◎
大人の書
（火曜クラス）
游白

３月１７日（火）
１０：００～１２：００

書道・・書道用具一式、半紙
ペン字・・ボールペン

無料 3/15（日） 2

クラフト講座・絵画講座は裏面をご覧ください

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（木）です。

暮
ら
し

作品展不参加

３月１７日～３月２２日

心と身体をゆるめて癒しのひと時を体験
下さい

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。

作品展不参加

３月２４日～３月２９日

花

生花を使って季節のギフトアレンジ

バラを使った基本アレンジ

要予約



あいあいパーク　２０２０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・絵画講座

体験登録料510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

☆
enjoy キルト
西川　晴子

３月９日（月）
１０：００～１２：００ 裁縫道具 ¥1,500 3/7（土） 10 春に持ちたいポーチ ３月３日～３月８日

☆
押し花を楽しむ
にしざわ　みちこ

３月１５日（日）
１０：３０～１１：３０ はさみ、持ち帰り袋 ¥500 3/12（木) 8 押し花のポストカード作り 作品展不参加

◎☆
楽しい和紙ちぎり絵
正井　広子

３月１６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）

¥1,078 3/9（月） 3 ヒナゲシの花をシキシに貼ります ３月１７日～３月２２日

◎☆
大人のビーズジュエリー
正井　広子

３月１６日（月）
１３：００～１５：００ ものさし、糸きりばさみ ¥1,800 3/9（月） 5 ソウタシエのペンダント 作品展不参加

レザー小物作り
上浦　美紀

３月２５日（水）
１３：００～１５：００ 特になし ¥2,600 3/23（月） 5 がまぐちポーチ ３月３日～３月８日

ふしぎな花倶楽部　押し花
久保　千里

不参加 ３月１７日～３月２２日

◎
本格的に学びたい人の絵画教室
（基礎コース）
中村　貞夫

３月３日（火）
１０：３０～１２：３０

画用紙（４つ切りサイズ程度、スケッ
チブックでもＯＫ）、鉛筆

無料 3/2（月） 10 静物を描く 作品展不参加

◎
本格的に学びたい人の絵画教室
（本コース）
中村　貞夫

３月３日（火）
１４：００～１６：００

デッサン、パステル画、水彩画、油彩
画等、画材を自由に持参ください。

¥500 3/2（月） 4 人物を描く 作品展不参加

◎☆
パステルでファンタジーを
いまい　ひろこ

３月４日（水）
１０：００～１２：００ お手拭きタオル、消しゴム ¥1,000 3/3（火） 3 小さなノートに絵本風に絵を描く ３月１０日～３月１５日

◎
水彩色えんぴつ
おかもと　ゆみ

３月９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 3/8（日） 4 額付き作品
３月２４日～３月２９日

受講生作品展
 4月14日～4月19日

◎
楽しく！油絵・水彩画
松尾　貞美

３月９日（月）
１４：００～１６：００

スケッチブック（Ｆ６～８号）、鉛筆（２
Ｂ、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 3/8（日） 10 静物画 ３月１０日～３月１５日

花の絵　ファンタジック水彩画
川戸　直子

３月１２日（木）
１３：００～１４：００ エプロン、新聞紙 ¥500 3/10（火） 6 ラベンダー ３月３日～３月８日

◎
パステル画
藤井　恵子

３月１６日（月）
１４：００～１６：００

鉛筆、消しゴム、パステル（お持ちの
方のみ）

無料 3/15（日） 10 可愛い動物を描いてみましょう ３月１７日～３月２２日

◎
喜ばれるはがき絵（墨彩画）
潮見　冲天

３月２０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 3/19（木） 各７
季節の花物など（木蓮、猫柳、土
筆、薊（アザミ）

３月３日～３月８日

◎☆
「似顔絵手紙・切り絵手紙」塾
(女性限定講座)
池上　眞

３月２２日（日）
１０：００～１２：００

【似顔絵】筆記用具（サインペン、
ボールペン等）
【切り絵】先着２名貸出し有り

各\500 3/15（日） 3
講師見本の似顔絵か切り絵を制作
（どちらかお選び下さい）

３月１７日～３月２２日

◎
絵画教室　楽しく自由に描こう
（水彩・アクリル・油）
八幡　清子

３月２２日（日）
１４：００～１６：００

水彩用具一式、水彩紙（4～6号）
画材をお持ちでない方は貸出あり(３
００円・要予約)

¥200 3/21（土） 5 静物画を描く ３月２４日～３月２９日

◎
ボタニカルアート（植物画）
一宮　かずみ

３月２６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 3/24（火） 5
植物を鉛筆と水彩絵の具で描きま
す

３月１０日～３月１５日

色鉛筆で描く植物画（ボタニカル
アート風）
藤井　恵子

不参加 ３月１７日～３月２２日

お花講座・暮らし講座は裏面をご覧ください

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（木）です。
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