講座
＆

教室
佐原中央公民館

■教室名
（回数） ①対象②開催日時③定員④費
用⑤申し込み期間

■申込 電話のみ生涯学習課事業推進班
（月曜日

を除く9時～17時）


☎(82)1153

生け花教室
（小原流）
（12回） ①市内在住・在

勤の成人、②毎月第4土曜日19時～、③20人、
④毎回1,000円程度、⑤4月4日㈫～7日㈮
虹の教室
「心豊かな人生をめざして」
（9回） ①
市内在住・在勤の成人、②月1回程度、③30人、

④各回実費、⑤4月11日㈫～14日㈮

■教室名
（回数） ①開催日時②定員③費用
■対象 市内在住・在勤の成人
■申込 4月7日㈮から16日㈰までに佐原中央公民
館設置の申込書を窓口へ提出(月曜日を除く8時30分

旧高萩小学校体育館
和太鼓教室
（19回） ①小学3年生から市内在
住・在勤の成人、②6月～12月の月曜日18時

料理教室
（10回） ①月1回水曜日10時～13

山田公民館

～16時30分）

☎
（55）
1151
（初日）
に預かります
※教材費などは開講式時

時、②30人、③9,000円
七宝入門教室
（10回） ①月1回水曜日13時30
分～15時30分、②20人、③1,000円
（材料費
は別途）
日本の歌教室
（12回） ①月1回または2回水曜
日19時～20時30分、②30人、③1,000円

フラワーアレンジメント教室
（10回） ①月1回ま
たは2回土曜日10時～11時30分、②25人、
③16,000円
（前期花材・花器代含む）
※後期分は別途集金
オカリナ入門教室
（18回）
◇1年目の受講
（初めての人）
①月1回または2回火曜日14時～15時、②30

人、③10,000円
（オカリナ代含む）
◇2年目・3年目の受講
①月1回または2回火曜日15時10分～16時10

分、②26人、③2年目…12,000円
（別種類の
オカリナ代含む）
、3年目…1,000円
（AC管を持っ
ている人）
切り絵教室
（10回） ①月1回日曜日9時30分
～11時30分、②25人、③4,500円
英語入門教室
（18回） ①月1回または2回木曜

日10時～11時30分、②30人、③1,000円
ぬり絵教室
（10回） ①月1回または2回日曜日
13時30分～15時、②初めての人…20人、28
年度に経験済みの人…20人、③2,500円
市民カレッジ
（10回） ①月1回土曜日13時30
分～15時30分、②60人、③1,000円
郷土学習講座
（10回） ①月1回土曜日14時～
16時、②45人、③1,000円

自然環境講座
（10回） ①月1回土曜日または日
曜日、②45人、③1,000円

乳幼児家庭教育学級

■教室名
（回数） ①開催日時②定員③費用④場所
⑤内容
■対象 市内在住・在勤で乳幼児の保護者および
養育に携わっている人
■申込 4月3日㈪から14日㈮までに直接窓口また
は電話で生涯学習課
☎
（50）
1224

らっこクラブ
（10回） ①月1回9時30分～11時
30分、②30人、③初回時1,000円
（別途材料
費あり）
、④市内各施設、⑤講話・体操・料理
など
（預かり保育を実施する活動もあり）

7

栗源市民センター
「さつき館」

広報

かとり

平成29年4月1日

30分〜、③12人、④8,000円
（バチ代別途）
、
⑤4月18日㈫～21日㈮

■教室名
（回数） ①開催日時②定員③費用④申
し込み期間
■対象 市内在住・在勤の成人
■申込 山田公民館
☎（78）4431

楽しく学べる茶道教室
（9回） ①月１回木曜日
13時30分～15時30分、②20人
（最少開催人数

15人）
、③毎回500円程度
（初回のみ1,000円）
、
④4月4日㈫～9日㈰
パッチワーク教室
（9回） ①月１回日曜日9時
30分 ～11時30分
（ 初 回 の み9時 ～）
、 ②20

人
（ 最 少 開 催 人 数10人 ）
、③ 毎 回1,000円～
2,000円程度、
④電話にて4月1日㈯～
（先着順）

みずほふれあいセンター
■教室名
（回数） ①開催日時②定員
（先着順）
③費用④持ち物
■申込 4月4日㈫から11日㈫までに電話か直接
みずほふれあいセンター（月曜日を除く8時30分
〜17時）

☎(54)6963

カラオケ教室
（8回） ①4月20日から毎月第1木曜
日19時～21時
（5月は第2木曜日）
、②30人
押し花教室
（8回） ①4月25日から毎月第2火
曜日13時30分～15時30分、②12人
実用書道教室
（8回） ①4月20日から毎月第2
木 曜 日13時30分 ～15時30分、②25人、④
書道用具
いけばな(小原流)教室
（8回） ①4月26日から
毎月第3水曜日13時30分～15時30分、②25
人、③毎回1,000円、④生け花用具

フラダンス教室
（8回） ①4月26日から毎月第
4水曜日9時30分～11時30分
（9月は第2・第4
水曜日、10月は第2日曜日）
、②25人
手編み物教室
（8回） ①4月27日から毎月第4
木 曜 日13時30分 ～15時30分
（11月は 第5木
曜日）
、②25人、④手編み物用具

和紙ちぎり絵教室
（8回） ①4月28日から毎月
第4金曜日9時30分～11時30分、②25人
そば打ち教室
（8回） ①4月22日から毎月第2・
第4土曜日9時30分～11時30分、②12人、③
毎回1,500円、④エプロン・三角巾・持ち帰り
用のパック

小見川市民センター「いぶき館」
■教室名
（回数） ①開催日時②定員③費用④申

し込み期間⑤内容

■対象 市内在住・在勤の成人

■申込

電話または直接窓口で生涯学習課事業推

進班（小見川スポーツ・コミュニティーセンター内）
（月
曜日を除く9時～17時）

☎(82)1133

いぶき市民カレッジ
（3コース）
〈体験学習コース
（前期）〜いぶき教養教室〜〉
（4回） ①第3水曜日13時30分～16時、②40
人
（最少開催人数20人）
、③各回実費、④4月
19日㈬～21日㈮、⑤講話や創作、施設見学な
どの体験学習を行う
〈福祉教養コース〜城西国際大学連携〜〉（8
回） ①第2土曜日13時30分～16時、②50人、
③1,000円、④4月5日㈬～7日㈮、⑤大学講
師を招き福祉教養を学ぶ
〈歴史遺産コース〜発掘！かとり遺産の旅〜〉
（8回） ①第2金曜日13時30分～16時、②25
人
（最少開催人数15人、初めての人優先）
、③
1,000円、④4月12日㈬～14日㈮、⑤市に関
する歴史講義や市内外の名所・遺産を巡る

山田児童館、子育て支援センター
■教室名 ①対象②開催日時③定員④費用
⑤持ち物⑥申し込み期間
■申込 山田児童館
☎（78）1050

子育て支援センター「にこにこ」
幼児教室 ①未就園の子ども
（2～4歳）
とその家
族、②4月12日から毎週水曜日10時～11時
親子クラブ ①1～2歳の子どもとその家族、
②毎月第2・4木曜日10時～11時
バブちゃんサロン ①妊婦、0歳～1歳の子ど
もとその家族、②毎月第3火曜日10時～11時
山田児童館
切り絵教室 ①小学3年生以上、②毎月第1日
曜日9時30分～11時、④毎回50円、⑤上履き、
⑥4月1日㈯まで
絵本のひろば＆折り紙 ①幼児親子、小学校
低学年、②毎月第2・4日曜日10時30分
いけのぼう
池坊流いけ花教室 ①小学生以上、②毎月第
3日曜日14時～16時
（1回のみの参加も可）
、③
14人、④毎回1,000円、⑤花器・剣山・生け
花用ハサミ・ビニール風呂敷・雑巾、⑥4月13
日㈭まで
けん玉教室 ①小学生以上、②毎月第3木曜
日15時30分～17時
作って遊ぼう教室 ①小学生以上
（保護者も参
加可）
、②毎月第2土曜日9時30分～11時30
分、第1回目は5月13日
（プラバン工作）
、③30
人、④1,000円
（10回 分 ）
、⑤ 上 履き、⑥4月
15日～（先着順）
〈広告〉

あなたの結婚のお手伝い‼
たくさんの方が決まっています。お気軽にお電話下さい

初婚・再婚・年齢問わず。

本人確認書類で安心・安全
経済産業大臣認定カウンセラー
日本ブライダル連盟・NPO法人加盟
デアイノバ

タカハシ

出合の場 高橋 ☎78-4331
香取市小川554
（風土村より5分）

行政情報

