講座＆教室
佐原中央公民館
■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8日㈮から17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
 ☎
（55）
1151
を除く8時30分～16時30分）
（初日）
に預かります
※教材費などは開講式時
料理教室
（10回） ①月1回水曜日10時～13
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）

小見川市民センター「いぶき館」
■教室名
（回数） ①開催日時②場所③定員
④費用⑤申し込み期間
■対象 市内在住・在勤の成人
（煌・なでし
こ女性学級のみ女性対象）
■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
きらめき

煌・なでしこ女性学級
（7回程度） ①水曜日の
午後、②いぶき館ほか、③50人
（最少開催人数
25人）
、④実費負担あり、⑤4月5日㈫～7日㈭
いぶき教養講座
（7回程度） ①水曜日の午前、
②いぶき館ほか、③50人
（最少開催人数25人）
、
④実費負担あり、⑤4月7日㈭～9日㈯
東部市民カレッジ
（8回） ①土曜日13時30分
～15時30分、②いぶき館ほか、③50人
（最少
開催人数25人）
、④初回に300円
（運営費）
、⑤
4月12日㈫～14日㈭
発掘！かとり遺産の旅
（8回程度） ①おおむね
金曜日の午後、②いぶき館ほか、③24人
（最
少開催人数12人）
、④初回に1,000円
（運営費）
、
内容に応じて実費負担あり、⑤4月14日㈭～
16日㈯
はらぺこ料理教室
（8回程度） ①水曜日の9時
～13時、
②小見川社会福祉センター「さくら館」
、
③24人
（最少開催人数12人）
、④毎回1,000円
程度、⑤4月14日㈭～16日㈯

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その他
■費用 無料
（材料費などは自己負担）
■申込 4月10日㈰までにみずほふれ
あいセンター
☎(54)6963
カラオケ教室
（8回） ①4月21日から毎月第1木曜
日19時～21時
（5月・11月は第2木曜日）
、②30人
押し花教室
（6回） ①4月26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21日から毎月第2

木曜日13時30分～15時30分
（8月は第3木曜
日）
、②25人、③書道用具持参
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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、②24人、③2年目…12,000円
（別種類の
オカリナ代含む）
、3年目…1,000円

山田公民館
■教室名
（回数） ①対象②開催日時③定
員④費用
■申込 4月5日㈫から10日㈰までに山田
公民館
（月曜日を除く）

☎（78）4431
楽しく学べる茶道教室
（9回） ①市内在住の成
人、②月１回木曜日13時30分～15時30分、③

20人
（最少開催人数10人）
、④毎回500円程度
（初回のみ1,000円）
パッチワーク教室
（9回） ①市内在住・在勤の
成人、②月１回日曜日9時30分～11時30分、
③20人
（最少開催人数10人）
、④毎回1,000円
～2,000円程度

栗源市民センター
「さつき館」
■教室名
（回数） ①開催日時②定員③費
用④申し込み期間
■対象 市内在住・在勤の成人
■申込 電話で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毎月第4土曜
日19時～、②20人、③毎回1,000円程度、④
4月5日㈫～7日㈭
つる仙人の見習い工房
（4回） ①13時30分～、
②10人
（初心者優先）
、③毎回2,000円程度、
④4月7日㈭～9日㈯
虹の教室
「心豊かな人生をめざして」
（9回）
②30人、③各回実費、④4月12日㈫～14日㈭
生け花(小原流)教室
（8回） ①毎月第3水曜日
13時30分 ～15時30分
（ 初 回 のみ4月27日 ）
、

②25人、③毎回1,000円、生け花用具持参
フラダンス教室
（8回） ①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1日曜日）
、②25人
手編み物教室
（8回） ①毎月第4木曜日13時
30分～15時30分
（9月は第5木曜日）
、②25人、

③手編み物用具持参
和紙ちぎり絵教室
（8回） ①毎月第4金曜日
9時30分～11時30分、②25人
そば打ち教室
（6回） ①土曜日9時30分～11時
30分
（初回は4月23日）
、②12人、③毎回1,500
円、エプロン・三角巾・持ち帰り用のパック持参

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

バルーンアート教室
（10回） ①月1回日曜日10
時～正午、②30人、③1年目…3,500円
（前期
分）
、2年目以降…3,000円
（前期分）

※後期分は別途集金
英語入門教室
（全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

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

山田児童館、山田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持物⑥申し込み期限
■申込 山田児童館 ☎（78）1050
山田子育て支援センター
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
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
幼児教室 ①未就園の子ども
（2～4歳）
とその
家族、②4月13日から毎週水曜日10時～11時
山田児童館
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）
、③14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、⑥
4月14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、④無料
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、⑥4
月2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
～、④無料

乳幼児家庭教育学級
「らっこクラブ」
■申込 4月4日㈪から15日㈮までに
直接窓口または電話で生涯学習課

☎
（50）
1224
■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

■日時 9時30分～11時30分
（全10回）
■場所 市内各施設
■内容 講話・体操・料理など
（預かり保育

を実施する活動もあり）
■定員 30人
■費用 初回時1,000円
（別途材料費あり）
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