受講生募集!!
楽しみながら自分磨き始めませんか

★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

シニアから始める健康ピアノ
初めてでも、楽譜が読めなくても大丈
夫!! 指の運動は脳の活性化につなが
ります。電子キーボードを使って、童
謡などの曲のさわりから弾いてみま
しょう。

℡058-295-2340

スペイン語 個人レッスン
30 分無料カウンセリング
個人レッスンは、語学の上達に最適
です。これからの学習方法を講師と
打ち合わせします。

☆９月１７日（火）10：00～10：45

☆９月１９日（木）13：30～15：30

☆講師：竹中

☆講師：奥田

雅代

（
「雅」ゆったりピアノ教室講師）

☆受講料 1,080 円 ☆教材費 500 円（楽器レンタル代）

はじめてのつまみ細工
針や糸を使わず、布をつまんでお花
を作り、髪飾りやブローチに出来る
２ｗay クリップを作ります。
※色はピンク・ブルー系から
お選び下さい。

☆９月２０日（金）13：30～15：30
☆講師：武藤 幸子（つまみ細工普及協会認定講師）
☆受講料 1,080 円 ☆材料費 500 円

マリサ

（スペイン語講師）

☆受講料 無料

想いを書にする
漢字とかなの基本用筆を学びな
がら、２枚のハガキに季節の言
葉・自分の想いを作品にしてみ
ませんか。

☆９月２１日（土）13：30～15：00
☆講師：佐々木

香魚

（毎日書道会

☆受講料 540 円

創玄書道会）

☆教材費 1,000 円（額代込）

スケッチを楽しむ （月曜日クラス）
ナチュラルヨガ
デトックス効果の高いポーズ
を中心に、全体のバランスを整
えていきます。
血流やリンパの流れを促進し
疲労を回復しましょう。

☆９月１７日（火）13：30～14：30
☆講師：SATSUKI

旅先の思い出やお気に入り
の風景をスケッチしてみま
せんか。

☆１０月７日（月）19：00～20：30
☆講師：髙橋 正明（洋画家）
☆受講料 550 円

（ヨガインストラクター）

☆受講料 1,080 円

マミフラワーデザインスクール
楽しみながらフラワーデザインを学ぶ
基本をふまえて季節のお花に触れて
みませんか。それぞれの発想で素敵な
作品が出来ます。
今回のテーマはハロウィンです。

☆１０月４日（金）18：30～20：30
☆講師：服部 倫枝
(フラワーステップ代表)

☆受講料 無料
☆花材費 3,300 円程 ※内容によって異なります

幸せを呼ぶ実
ブッダナッツのフラワーアレンジ
幸せを呼ぶ実と言われる大人気の
「ブッダ(仏陀)ナッツ」にドライフラ
ワーや木の実を入れたフラワーアレ
ンジです。お花の色は選べます。
◆７名様特別限定

☆９月２８日（土）13：30～15：30
☆講師：更井 佐知香（PRA 代表）
☆受講料 無料
☆花材費 2,300 円

※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。

※作品の大きさ約１０cm

※写真はイメージです

★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/

美しいバラのクロスステッチ
クロスステッチでティッシュケースにバラの刺しゅうを
します。初めての方でも、針の入れ方から学んでお楽しみ
いただけます。
◆定員各８名

☆Ⓐ９月２４日

流行に敏感でお洒落な方に
オススメの、プリザーブドフ
ラワーをより長く楽しむ最
新のレッスンです。水晶入り
で運気アップです。

Ⓑ１０月８日

※ご希望の日にちをお選び下さい

（火）各 10：00～12：00
☆講師：金岡

フラワージュエリー 体験レッスン

亜里

（岡田美里認定講師）

☆受講料 各 1,620 円

☆材料費 各 1,050 円

親子でスキンシップ
ベビーマッサージ
赤ちゃんに優しく声をかけながら、笑顔でたくさん触
れてスキンシップ。ママも心と体がリラックスしま
す。皮膚の弱い赤ちゃんにも安心で、便秘の解消や夜
泣きの軽減などが期待されます。ママの産後乱れがち
なホルモンバランス・情緒安定にもつながります。

☆１０月２９日（火）

※作品のサイズ６.５cm×６.５cm

10：00～12：00
☆講師：輿 淳子
（国際フラワージュエリー協会代表）

☆受講料 無料

☆花材費 2,300 円（1 作品分）

ちりめん細工 ～和布で作る季節の小物～
「ねずみの干支飾り」
ちりめんや和布を使って、
来年の干支の飾りを作り
ます。
◆定員 6 名

◆対象／生後２ヵ月以上の赤ちゃん

☆１０月２９日（火）10：30～11：30
☆講師：大竹 千代美
（内閣府 NPO 法人エコサロン認定店 かみかざり代表）

☆受講料 550 円 ☆教材費 500 円

ちりめん細工～和布で作る季節の小物～
「お正月飾り」
（６回コース）
ちりめんや和布を使って、かわいら
しいお正月飾りを作ります。
6 回コースで仕上げ、つるし飾りに
することも出来ます。

☆１０月１日・１５日
１１月５日・１９日
１２月３日・１７日
（火）各 10：00～12：30
※作品の長さ
☆講師：二俣 絹恵（ちりめん細工作家） 約５５cm～６０cm
☆受講料 9,900 円（6 回分）☆材料費 1,300 円程（1 回分）

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
せ植えを 3 回コースで一緒に作ってみ
ませんか。
１０月:ハロウィン

１１月:クリスマス

１２月:お正月飾り

☆１０月１９日，１１月１６日，
１２月２１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 3,300 円（3 回分）
☆花材費 3,500 円～（１回分）※内容によって異なります

☆１０月２９日（火）
※作品のサイズ

13：00～16：00
横１０cm×高さ９cm 程
☆講師：二俣 絹恵（ちりめん細工作家）
☆受講料 1,100 円 ☆材料費 1,300 円

手芸教室
「おしゃれなバッグを編んでみましょう」
（２回コース）
基本的なテクニックを使い、素敵なバ
ッグを編んでみませんか。2 回で仕上
げます。編み方はセーターやベスト、
マフラーなどにも利用できます。

☆１０月１１日・２５日
（金）各 10：00～12：00
☆講師：安藤 紀子
（手芸免状多数保持者）

※作品のサイズ
横３０cm×高さ２５cm 程

☆受講料 1,100 円（２回分）☆材料費 500 円

レディースゴルフスクール
トライレッスン（2 回コース）
初心者の方やもっと上達し
たい方、ニーズにお応えし
て指導します。まずは、トラ
イレッスンでチャレンジし
てみませんか。

☆１０月２１日・２８日（月）各 13：00～14：00
☆講師：藤塚 喜久子（日本女子プロゴルフ協会会員）
☆受講料 2,200 円（2 回分）※ボール代別途
〈会場〉インタークルードライビングレンジ（岐阜市正木南２）
※写真はイメージです

