受講生募集!!
楽しみながら自分磨き始めませんか

★入会金不要で受講できます。《要予約》
ホームページからもご予約できます
http://culture.gifu-np.co.jp/

開運術講座「姓名学」プレ講座
日本人は古代より「言霊」というように言葉
には力があると信じていました。名前にもそ
の力があり、毎日呼ばれるたびに刷り込まれ
ていきます。名前の力を学ぶ 10 月からの講
座の説明会です。

☆９月１１日（月）13：30～14：30
☆講師：服部 幸峰
（師範鑑定士）

～新感覚インテリアフラワー～

ハーバリウム
新しいお花の楽しみ方「ハーバリウム」
作りを体験してみましょう。

☆９月１６日（土）10：30～11：30
☆講師：田中 朝代
（一般社団法人フラワーエデュケーションジャパン認定校
アトリエ･アポール主宰）

☆受講料 1,080 円

☆受講料 1,080 円

～旅行で使える～

袋にバテンレースを飾りましょう

はじめてのスペイン語会話
スペイン語を初めて学びたい方、
興味のある方におすすめです。
あいさつから始めて楽しく体験して
みましょう。

☆９月２１日（木）11：15～12：15
☆講師：奥田 マリサ
（スペイン語講師）

☆花材費 1,620 円

リボン状のテープを使ってか
がり、袋に飾りましょう。やさ
しい技法なので、どなたでも出
来ます。
（テーブルセンター、ク
ロス、襟、ヨーク等オリジナル
作品も作れるようになります）

☆９月２２日（金）10：00～12：00
☆講師：安藤 紀子（手芸講師）

☆受講料 1,080 円

☆受講料 540 円

韓国語

コーヒーをはじめましょう

基礎

文字の成り立ち、発音の仕方などの基本
文型を学び、簡単な会話が出来る様に目
指します。以前少し勉強した方や基礎を
身につけたい方など一緒に学びましょ
う。

☆９月２８日（木）10：00～11：00
☆講師：文 明順
（韓国語講師）

☆受講料 1,080 円

タッセルでかんたんバッグチャーム
糸を束ねた小さなタッセル。
バッグや帯締めに下げて楽しめま
す。
（10 色の糸からお好みのカラーで
作成します。
）

☆１０月１４日（土）10：30～11：30
☆講師：栃本

敏子

（APJ 認定講師）

☆受講料 無料 ☆材料費 1,200 円

※作品の写真はイメージです

☆材料費 500 円（袋付）

希少なスペシャルティコーヒーを楽しみ
ながら、あなた自身の好みの味をみつけ
てみましょう。おいしいハンドドリップ
のいれ方やお土産もついた講座となって
います。

☆９月３０日（土）13：30～15：00
☆講師：纐纈 伸子
（SCAJ 認定アドバンスドコーヒーマイスター）

☆受講料 1,080 円

☆教材費 500 円

ちりめん細工
つりびなづくり
端午の節句の飾り物を作って
みませんか。時間内に仕上が
(８回コース)
りますので、おうちに飾った
ひとつひとつ意味を持つ小物を、想いを
りプレゼントにもできます。
込めて作ります。８回コースで仕上げ、
*作品のサイズ 全長 12 ㎝
つるし飾りにして飾ります。
※作品の高さ：60cm 程

☆ １ ０ 月 ３ 日 ･１ ７ 日 、
１ １ 月 ７ 日 ･２ １ 日 ,１ ２ 月 ５ 日 ･１ ９ 日 、
H30.１月１６日・３０日（火） 各 13：00～15：30

☆講師：二俣

絹恵（ちりめん細工作家）

☆受講料 12,960 円(８回分)☆材料費 1,000 円程(１回分)

※受講料･材料費には消費税が含まれております。
※持ち物などの詳細は、お申込み時にご案内いたします。

大人のクラシックギター
個々のペースに合わせてゆっくり進
めます。初めての方は、右手の練習か
ら始めてみましょう。

☆９月１５日（金）20：00～20：50
☆講師：川瀬 寛
（中部日本ギター協会理事 真詮ギタースクール主宰）

☆受講料 1,080 円(テキスト代、レンタル代込)

楽しいフラダンス
初めての方でも大丈夫です。簡単
なステップに合わせて、一緒に楽
しくフラダンスを踊りましょう。

リラックス

ストレッチ

全身をバランス良く動かす体操とス
トレッチで、気持ちよく身体を動かし
ていきましょう。

☆９月１８日（月）13：30～14：45
☆講師：SATSUKI
（ヨガインストラクター）

☆受講料 1,080 円

クラフトバンドで編む
おしゃれなかごバッグ
紙バンドでお出掛けが楽しくなるオリジ
ナルバッグを作りましょう。
※大きさ：横 20cm×幅 13cm×高さ 14ｃｍ

☆９月２０日（水）10：30～11：45
☆講師：牧田 順子 他
（フラ交流親善大使 プアナニ小林フラスクール代表 小林 恵美子）

☆受講料 1,080 円

☆９月２７日（水）13：30～15：30
☆講師：岸本 紀代子、廣瀬 澄子
（クラフトバンドエコロジー協会認定講師）

☆受講料 1,080 円

☆材料費 1,000 円
（色は２色から事前にお選びください）

着物のリメーク

無料ガイダンス

講座の説明会です。お家にある着物や
帯、古布をデザインを決めて洋服にリ
メイクしてみませんか。

☆９月２９日（金）Ⓐ10：30～12：30
Ⓑ13：30～15：30

幸せを呼ぶ癒花レッスン
「ダイヤモンドローズの幸せのスワン」
ダイヤモンドプリザローズによる
幸せのスワンアレンジです。
（お花の色は選べます。
）

☆９月３０日（土）13：30～15：30

※ご都合の良い時間をご予約下さい。
☆講師：平下 由美子 (着物リメークの店ナノ代表)

☆講師：更井

☆受講料 無料

☆受講料 無料

☆対象 3 才～小学校 3 年生

☆①１０月２１日、②１１月１８日、③１２月１６日（土）
各 10：00～12：00
☆講師：山口 正子 (日本ハンギングバスケット協会認定講師)
☆受講料 3,240 円(３回分)

☆花材費 2,500 円～(１回分)

銀粘土の特長を活かし、
お好きな型材でペンダントや
指輪を制作します。樹脂や
ご自分のお持ちの石を使って
オリジナルのアクセサリーも
作れます。

☆１０月１９日、１１月１６日、１２月２１日（木）
各 13：00～15：00
☆講師：山本 幸子 （アートクレイ倶楽部）
☆受講料 4,860 円(3 回分) ☆材料費 2,000 円～(1 回分)

※内容によって異なります

★お申込み・お問い合わせ★
カルチャーアカデミー岐阜新聞・ぎふチャン マーサ教室
岐阜市正木中 1 丁目１-１カワボウビル２F
℡ 058-295-2340
日曜定休

☆花材費 2,500 円
（クリアケース別途 500 円）

銀のアクセサリー(３回コース)

楽しいガーデニング(３回コース)
季節に合わせて、ちょっとおしゃれな
寄せ植えやハンギングを一緒に楽しく
作ってみませんか。
① ハロウィン
② クリスマス
③ お正月

佐知香

（PRA 代表）

※内容によって異なります

