平成２９年度後期

芸術文化体験教室 受講生募集！
L1

家庭でできるイタリア料理
●講 師：牧田

浩之

――ドマーニ マスター

かんたんでやさしいイタリア料理を紹介します。
楽しく作りましょう。

L2

すぐに使える飾り巻き寿司
●講 師：上原

弘子

茶の湯（表千家）
●講 師： 中野

16名
募集定員

――東京すしアカデミー インストラクター

簡単にできる手作りの飾り巻き寿司で、おもてなし。素敵です。
クリスマス、正月、節分、ひな祭り、バレンタイン等の飾り巻き寿司に挑戦してみませんか。

L3

募集定員

桂子

12名
募集定員

――表千家茶の湯の会

10名
初心者から老若男女、どなたでも気軽に茶のこころに親しんでみたい方、お待ちしております。

L4

マンガイラスト講座
●講 師：小尾

あまり

――エプソン情報科学専門学校 元講師
元マンガ家プロアシスタント イラストレーター

マンガを描くために使う道具の使い方を、ていねいに教えます！
プロの使う付けペンを使ってイラストを描いてみませんか？

L5

はじめてでも簡単！着物リフォーム
●講 師： 田中

美保

―― 文部科学賞認定 文化服装学院通信教育学習グループ指導員

〜着物がおしゃれな洋服に変身！！オリジナルの1枚を作りましょう！着物を再利用して洋服
を作ってみましょう。まずは、簡単なチュニックからはじめます。1枚目が出来上がった後は好き
なデザインの洋服を縫ってみましょう。見本と型紙も何点か用意します。

L6

ハーバリウムクラフト（植物標本）
●講 師：網野

わこ

象

小学生
以上
募集定員

10名
対

象

ご家庭に
ミシンの
ある方
募集定員

15名
募集定員

刻字
●講 師： 崇嶺会

10名
対

―― プリザーブドフラワー教室 等 主宰

今話題のハーバリウム！！植物標本という意味です。
乾燥処理がされアルコールや防腐剤などに浸して保存されます。
ガラス瓶の中に入ったハーバリウムを新しい花の観賞、プレゼントなどにいかがですか？

L7

募集定員

宮澤 梅径

――日本刻字協会常任理事

現代書道の一分野である刻字について学習します。彫ることは人間の本能です。
作品をインテリアとして飾りましょう。

10名

日 程： ［全6回］ 木曜日
12月7日、12月21日、1月25日
2月15日、3月8日、3月29日
時 間： 19：00～21：30
受講料： 4,200円（全6回）
教材費： 別途6,000円（6回分）
持ち物：エプロン・三角巾等・タッパー・ふきん

日 程： ［全7回］ 土曜日
12月23日、1月13日、2月3日、2月17日
3月3日、3月17日、3月24日
時 間： 13:30～15:30
受講料： 4,900円（全7回）
教材費： 別途4,200円（7回分）
持ち物：大きめタッパー・エプロン・三角巾等・ふきん

日 程： ［全8回］ 土曜日
12月9日、12月16日、1月6日、1月13日
2月10日、2月24日、3月17日、3月31日
時 間： 13:30～15:30
受講料： 5,600円（全8回）
教材費： 別途3,200円（8回分）
持ち物：白ソックス
（ふくさ・扇子等、ある方はお持ちください）
日

程： ［全8回］ 土曜日
12月9日、12月23日、1月20日、1月27日
2月17日、2月24日、3月17日、3月24日
時 間： 10：30～12：00
受講料： 5,600円（全8回）
教材費： 別途400円（8回分）
持ち物：B4版の紙を折らずに持ち運べるケース・筆記
用具・カッター・定規・描きたいイラストの資料・お持ち
の方はペン軸、ペン先（ない方へは斡旋します。）
日 程： ［全8回］ 金曜日
12月15日、12月22日、1月19日、1月26日
2月16日、2月23日、3月2日、3月16日
時 間： 13:30～15:30
受講料： 5,600円（全8回）
教材費： 別途500円（8回分）
持ち物： 筆記用具・消しゴム・ハサミ・５０センチ以上
の物差し・洋裁用具・リフォーム用の着物を解いた生
地
日 程： ［全6回］ 土曜日
12月9日、12月16日、1月13日
2月10日、2月24日、3月17日
時 間： 10:30～11:30
受講料： 4,200円（全6回）
教材費： 別途6,000円（6回分）
持ち物： お持ち帰り用の袋・割り箸・ティッシュ・作業
用に敷く新聞紙
日 程： ［全8回］ 木曜日
12月7日、12月21日、1月11日、2月1日
2月15日、3月1日、3月15日、3月29日
時 間： 14:00～16:00
受講料： 5,600円（全8回）
教材費： 別途3,000円（8回分）
持ち物：木づち・のみ（大、中、小）・書道用具

お申込み・お問い合わせ先 ： NPO法人伊那芸術文化協会
午前９時００分～午後５時００分 （水曜休）

締切 平成29年11月24日（金）

TEL： 0265－78－6106 ／ 090－3585－6200
E-mail： geibun-iaca@chic.ocn.ne.jp
L8

楽しいフルート（初心者・経験者）
●講 師：松浦

美恵子

――音楽教室主宰

優しい音色で、素敵な音楽を奏でてみませんか？
クラシックはもちろん、ポピューラーやジャズ、歌謡曲や童謡など、お好きなジャンルの音楽を
演奏できます。初めての方、楽器の無い方、お子様から大人まで受講していただけます。

L9

漢詩を面白く解釈し吟ずる
●講 師： 北原

領一

「初めての海外旅行」 英会話
●講 師： ディーン・H

――

マイルストーン英会話

海外旅行で使えたら便利な英会話をカナダ人の講師が初心者の方に分かりやすく教えます。

L11

便利に楽しく！ iPad・iPhone 活用/実践講座
●講 師：川島

玲子

ウェーブ･リング･ヨガでしなやかボディー
●講 師： 新田

ひとみ

―― NPO法人日本ｳｪｰﾌﾞｽﾄﾚｯﾁ協会
ｳｪｰﾌﾞｽﾄﾚｯﾁﾍﾞｰｼｯｸⅠ・Ⅱ、ｳｪｰﾌﾞﾘﾝｸﾞﾖｶﾞ 認定

ほぐす・伸ばす・引き締める・・・3つの効果をもたらすウェーブストレッチリングを使用し、硬直し
た筋肉を緩めたり、ポーズをサポートすることにより、ヨガの効果を深めます。

L13

大人のバレエで美しく
●講 師：谷

芳枝

初心者

6

名
経験者

10名
募集定員

15名
募集定員

10名
対

象

初級ﾚﾍﾞﾙ
の方
募集定員

―― いなわくわくファクトリー、Microsoft 認定トレーナー

写真・インターネット・翻訳機能・SNSって何？・困った時に知っておきたい対処、これだけは
知ってほしい対処法・料金を安く使い続けよう！・ペーパーレスこれからはデジタルノートがお
薦め・地図などの、生活に便利なデジタル万能ツールを余すことなくご紹介します。

L12

募集定員

―― 漢詩研究会 「亜杜李会」 講師、詩吟楠洲流聖楠会 会長

「中国語長嘯（詩吟）と日本語詩吟」
唐代のよく知られた漢詩を解釈・長嘯・詩吟して楽しみます。
楽しみながら漢詩を理解し、覚えていきます。

L10

■主催／NPO法人 伊那芸術文化協会
■共催／伊那市教育委員会

10名
募集定員

15名
募集定員

―― 白鳥バレエ学園

クラシックバレエの基礎レッスンを誰でも無理なく体験できます。
男性の方も歓迎です。

20名

●受付時間 午前9時～午後5時（定員になり次第締め切らせていただきます。）
●お申し込みは随時受け付けております。（水曜日は休みのため受付できません。）
●会場は伊那市生涯学習センターです。
●やむをえない理由によりお申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
●お申込みが6名未満の講座は開講中止となる場合があります。
●講師及び施設の都合で 受講日が変更になる場合があります。

日 程： ［全8回］ 火曜日
12月5日、12月19日、1月9日、1月30日
2月6日、2月20日、3月6日、3月20日
時 間： 初心者19:00-19:50 経験者20:00-20:50
受講料： 5,600円（全8回）
教材費： 別途1,000円（8回分）
フルートレンタル料5,000円（期間中）（お持ちでない方）
持ち物：お持ちの方はフルート・筆記用具
※初心者は初めてフルートを吹く方です。
日 程： ［全8回］ 木曜日
12月7日、12月21日、1月11日、1月18日
2月1日、2月15日、3月1日、3月15日
時 間： 14:00～16:00
受講料： 5,600円（全8回）
持ち物： 筆記用具

日

程： ［全8回］ 火曜日
12月5日、12月12日、12月19日、1月9日
1月16日、1月23日、1月30日、2月6日
時 間： 19:00～19:55
受講料： 5,600円（全8回）
教材費： 2,900円（全8回分）｛テキスト代}
持ち物： 筆記用具

日

程： ［全8回］ 日曜日
12月10日、12月17日、1月14日、1月21日
1月28日、2月11日、2月18日、2月25日
時 間： 10:00～11:30
受講料： 5,600円（全8回）
持ち物：筆記用具・iPad か iPhone

日

程： ［全8回］ 土曜日
12月9日、12月16日、1月13日、1月27日
2月10日、2月24日、3月17日、3月31日
時 間： 13：00～14：30
受講料： 5,600円（全8回）
持ち物： ヨガマット（又は、すべらない、マットに代わる
シート）・必要な方は飲料・タオル

日

程： ［全10回］ 土曜日
12月9日、12月16日、１月20日、1月27日、2月3日
2月10日、2月24日、3月17日、3月24日、3月31日
時 間： 11:00～12:15
受講料： 7,000円（全10回）
持ち物： 運動しやすい服装・タオル・バレエシューズ

