
平成28年12月1日発行平成29年1月期（1月・2月・3月）

●企画・実施／観光庁長官登録旅行業第55号（社）日本旅行業協会正会員
　　　　　　　名鉄観光サービス株式会社　高松支店　総合旅行業取扱管理者：元木健乗
　　　　　　　高松市寿町1-4-3 高松中央通りビル 3F　℡087-822-1621
　　※現時点での予定です。予定訪問先は変更になることがあります。

■ 1月　・・・休講・・・
■ 2月10日（金）　頼山陽史跡資料館・大和ミュージアム
■ 3月10日（金）　飛鳥探訪・犬飼万葉記念館と奈良県立万葉文化館

自然の中で息づく歴史。その中で生きた人物や慣習。それぞれにテーマを
もって歴史のロマンを探す旅です。

■新・歴史への旅

●講　師／現地ガイド
●日　時／原則として第2金曜日　8時出発（3月は遠方の為、7：30出発の予定）
●受講料／2回 3,456円
●参加費／別途必要（貸切りバス代、交通費、入館料、食事代、保険料、その他） ※添乗員が同行します。

棒針編み、かぎ針編み、アフガン編みなど、基礎から丁寧にお教えします。
初心者や自己流で編んでいた方にも、基礎編から丁寧に指導します。自由
教材でお好きな作品を編んでいただけます。（毛糸の持ち込み可能、講師
からの購入も可能です。）

●講　師／日本手芸普及協会指導員　丹山万理
●日　時／第1・3月曜日　10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 5回 9,720円　　材料費 別途必要

■楽しい手編み教室

※イメージ画像

新講座

木綿糸を巻いた土台に、草木染した木綿の糸をひと針、ひと
針かがっていく讃岐伝統の“手まり”。香川県伝統工芸士・
曽川満里子さんの指導で、今回は、初心者の方には初級用
を、経験者の方には中級用を挑戦していただきます。
●講　師／香川県伝統工芸士　曽川満里子
●日　時／3月25日（土）　13：00～15：00
●受講料／1,620円　　材料費 1,080円
●定　員／15名

※イメージ画像

■「讃岐の手まり」～梅手まりをつくろう～
特別講座

※イメージ画像

●1月28日（土）　11：00～13：00　圧力鍋の良さを実感！
ビーフシチュー、キウイサラダ、チョコオムレット

●2月18日（土）　11：00～13：00　しみじみ美味しい和食！
鯛のけんちん焼、ふろふき大根、生姜豆乳プリン

●3月18日（土）　11：00～13：00　色鮮やかなテーブルで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　春を迎える！

チーズと春野菜のリゾット、ピペラード(トマト煮のオムレツ）、
イチゴのミニロールケーキ

■季節の家庭料理 ～旬の食材を生かした冬のあったか料理～

●講　師／ジュヌヴィエーヴ料理教室　山中美妃子
●受講料／３ヵ月 3回 4,860円　　材料費 4,860円（3回）

■こどものクラシックバレエ
全ての踊りの基本となるクラシックバレエの基礎を一から丁寧に指導します。
初めての子も大歓迎です。みんなで楽しくバレエを学びましょう。

●講　師／Mayo Ballet School　池田昌遥
●日　時／毎週水曜日　17：00～18：00　幼児（3歳～）小学生（7歳～）
●受講料／3ヵ月 11回 17,820円

おすすめ講座

現地講座

●講　師／アロマテラピスト　武田ひろみ
●日　時／12月17日（土）　10：00～12：00
●受講料／1,620円　　材料費 2,000円（1作品）

クリスマスリースは、殺菌作用や抗菌作用のある常緑樹を玄関に飾り、魔除
けにしたと言われています。日本のしめ縄のようなものでしょうか。リースに
ハーブを使って、部屋を香りで満たし、くつろぎのひと時を過ごしましょう。

■ハーブのクリスマスリース    

大きさ：約30㎝位

●講　師／ジュヌヴィエーヴ料理教室　山中美妃子
●日　時／12月18日（日）　10：00～13：00
●受講料／1,620円（1人）　2,160円（親子）
　　　　　材料費1,620円（1人）　1,944円（親子）

まるでツリーやリースのように木の実で飾ったアップルタルトを作ってみま
しょう。木の実やドライフルーツをたっぷりのせたアップルタルトを焼いてい
る間にポトフスープも作ります。心温まるプレクリスマスを楽しみましょう。
親子での参加も歓迎します。（15㎝型1人1台）

■木の実のアップルタルト教室

※イメージ画像

●講　師／ロイヤルスイーツ協会認定講師　のりまきこ
●日　時／12月4日（日）　13：00～15：00
●受講料／2,160円　　材料費 1,080円

カラフルな砂糖クリーム（アイシング）で講師手づくりクッキーに絵を描きま
す。可愛く仕上がるアイシングクッキーは長期保存ができるので、プレゼント
はもちろん、ケーキやクリスマスツリーにも飾って楽しめます。

■クリスマスのアイシングクッキー（親子での参加もOKです）

※イメージ画像

クリスマス特集（おすすめ一日講座）

■親子で楽しむ・パステルで手形アート！ ～小学生以上の子どもだけの参加もできます～
すぐに大きなってしまう子どもたちの手足を思い出に残しておきませんか？
好みのマスキングテープやスタンプなどでアレンジして、世界にひとつだけの
オリジナルアートを作りましょう！

●講　師／キットパスアートインストラクター　山本朋未
●日　時／1月22日（日）　10：00～12：00
●材料費／1,620円　　材料費 540円※イメージ画像

アロマには病気の予防、心身の健康やリラクゼーションに効果を発揮しま
す。最近では認知症にも効果的とされています。様々な実践の中で体感し、
お応えしていきます。

●講　師／アロマテラピスト　武田ひろみ
●日　時／1月14日（土）　10：00～11：30
●受講料／1回 1,620円　　材料費 400円（別途必要）

■認知症予防とアロマテラピー

※イメージ画像

※イメージ画像

再生紙から作られた地球にやさしい紙の素材（クラフトバンド）で作ります。今
回は、果物かごに挑戦してみます。基本的な編み方、縁の始末、持ち手の作り
方を2日間で学びます。バンドの色も何色か選べますので自分だけのかごを作
れます。サイズ（直径約23㎝）
●講　師／クラフトバンドエコロジー協会認定講師　木村叔美
●日　時／2月6日（月）・20日（月）　13：00～15：30
●受講料／2回 3,888円　　材料費 1,000円

■クラフトバンドで果物かごをつくりましょう！

一日・短期講座

今年の年末は、エコな重曹・クエン酸で作った洗剤で「ラクして、楽しく、きれ
いに」お掃除をしましょう。時短でキレイになる掃除の基本と裏ワザを紹介し
ます。

●講　師／日本清掃収納協会清掃マイスター１級認定講師　河田弘子
●日　時／12月17日（土）　10：00～11：30
●受講料／1,620円　　テキスト・材料費 300円

■エコでたのしい掃除術！

4月よりマリンウェーブ劇団がスタートしました。大西先生のご指導の下、
地域に密着した心温まる劇を目指して頑張っています。初めての方でも基
礎から丁寧にお教えします。秋のフェスタではコント「ゴミ・ステーション」
を披露しました。初舞台でしたが、みなさんいい味を出していました。皆さ
んも一緒に参加してみませんか？楽しいですよ。興味のある方は、練習を
見に来てください。
●講　師／劇団（マグダレーナ）代表・演出家・劇作家　大西恵
●日　時／月曜日　13：00～15：00（月に3回～4回）
●受講料／月2,000円（3ヵ月ごとに集金）　　資料代（500円／3ヵ月）
●定　員／20名

◆心にわくわく感を！「マリンウェーブ劇団」 劇団員募集中！

誰でも楽しめる「マリンウェーブ合唱団」はベテランの川上先生の楽しく、きめ細かく、歌い
やすい指導の下、よりよいハーモニーを求めて練習に励んでいます。皆様もご一緒にマーガ
レットホールに心地よいハーモニーを響かせましょう。初心者も大歓迎です！

●講　師／音楽家　川上尚子
●日　時／毎週土曜日　13：30～15：30
●会　費／月2,000円（3ヵ月ごとに集金）　　資料代（500円／3ヵ月）

◆誰でも楽しめる！ 「マリンウェーブ合唱団」 団員随時募集中！

■美術鑑賞とプチグルメの旅　※3か月に1回の美術館の旅です。会員以外の方も参加できます。

海原龍三郎が出会った西洋美術 （あべのハルカス美術館＆大阪市立美術館）
　「拝啓ルノワール先生」海原龍三郎が出会った西洋美術。日本とフランスの稀有な画家
二人の出会いを通し、近代絵画における東西の交流と、その抽出された西洋美術のエッ
センスをご覧ください。

●日　時／2月24日（金）　8：00出発　19：00帰着予定
●参加費／14,500円（貸切バス代、交通料、入館料、食事代、保険料、その他含む）
　　　　　※添乗員が同行します。

受付
開始 ●受付は、休館日（火曜日）のみお休みいたします。

　（年末年始の休みは12月28日～1月3日までです。）

受講者
募　集

お問い合わせ

申込受付場所

TEL：0875-56-5133
マリンウェーブ
〒769-1101 三豊市詫間町詫間1338-127

講座
案内 マリンウェーブ・カルチャー

マリンウェーブ
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■企画：NHK文化センター　■主催：三豊市　■運営：特定非営利活動法人  三豊市総合型地域文化・スポーツクラブ
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みんなで楽しむ　童謡・唱歌

●講　師／声楽家　阿部洋子　合田千草 
●日　時／毎週金曜日 10：00～11：30
●受講料／3ヵ月 11回 17,820円

（テキスト代別途必要）

懐かしい歌、あのころ口ずさんだ思い出
の歌、みんなで楽しく歌いましょう。楽
譜が読めなくても大丈夫、歌うことが
好きな人なら誰でも参加できます。

腹話術
人形と楽しく会話をする腹話術、ちょっとしたコツ
を覚えれば、年齢に関係なくどなたでもできるよ
うになります。呼吸の仕方、声の出し方、人形の動
かし方演じ方など基本から指導します。こどもの
情操教育やボランティア活動にも役立ちます。

●講　師／全日本あすなろ腹話術協会本部理事　鹿庭悦子 
●日　時／2月6日（月）・3月6日（月）
　　　　　14：15～15：45
●受講料／3ヵ月 2回 4,320円（テキスト代別途必要）

カラオケ個人レッスン

●講　師／声楽家　阿部洋子 
●日　時／第2・4金曜日 12：00～14：00
●受講料／3ヵ月 6回 11,664円

発声から呼吸､表現法などカラオケ上達のコツを
教えます。一人一人の個性を生かす個人レッスン、
お好きな歌を中心に指導します。初めての方、カラ
オケ店にはどうもという方、昔懐かしい曲を歌いた
い方、お気軽にお越しください。今期より通信カラ
オケを導入しました。歌える曲目が選べます。

大人のためのピアノ教室 A

●講　師／ピアノ教師　合田千草 
●日　時／第1・3木曜日 10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 6回 10,368円（テキスト代別途必要）
●定　員／10名

弾けたら楽しいだろうと思いながら、難しそう
だと尻込みしてしまうのがピアノ。まずは好き
な曲を1曲覚えましょう。ピアノの楽しい世界
が広がりはじめます。初めての方でも大丈夫、
さあ、始めましょう。

現代書道

●講　師／墨華書道会理事　大野秀玉
●日　時／毎週日曜日 10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 11回 17,820円

筆の持ち方、線の引き方などの基本を習い、あ
なたの感性を創作へと導きます。合わせて実用
的な書（手紙・書簡、慶弔の書、氏名等）も学び
ます。

かな書道　

●講　師／正筆会常任総務理事　山本恵美子
●日　時／毎週金曜日 10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 11回 17,820円

毛筆の書は、伝統的書法による高い格調と純
正な書風の「実用書」と「歌意詩情」つまり「用
と美」の追求です。初心者、経験者を問わず、
無理なく学ぶことができます。

楽しいやきもの

●講　師／陶芸作家・創玄窯　篠原雅士 
●日　時／第1・3月曜日 10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 5回 8,100円

（教材費は別途必要）

自分で作った器に、料理を盛る、花を生ける、
酒を注ぐ。作陶でないと味わえない幸せです。
講座では、その幸せのお手伝いをします。

水墨画・墨彩画

●講　師／元日本南画院会員　坪内豊春
●日　時／第2・4金曜日 10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 6回 9,720円

墨の濃淡やにじみによってかもしだされる水
墨画の美しさは、私たちの心をとらえます。
伝統を学びながら、現代の感性を大切に、自
然の風物等を時には淡彩をもって描きます。
墨の使い方、筆の運びかたからはじめますの
で、初心者でも楽しめます。

大人のためのピアノ教室 B

●講　師／ピアノ教師　林真弓
●日　時／第2・4木曜日
　　① 10：00～12：00　② 13：00～15：00
●受講料／3ヵ月 6回 10,368円（テキスト代別途必要）

まずは好きな曲を一曲マスターしましょう。そ
こからピアノ演奏の醍醐味を味わいます。指を
動かすことは、脳を生き生きとさせてくれます。
初めてでも大丈夫、クラシックからジャズまで
幅広く、自分の好きな曲を楽しく学んでいきま
しょう。

オカリナをはじめよう

●講　師／オカリナ奏者 吉田恵子・松元範子
●日　時／第2・4金曜日 10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 6回 10,368円

やわらかい土の音色、オカリナ。軽く吹くだけ
でだれでもすぐ音が出せます。一緒にオカリナ
を始めませんか？初歩からていねいに指導し
ます。

土笛をきわめる

●講　師／オカリナ奏者・オカリナ制作者
　　　　　陽光（小路陽光）
●日　時／第2・4金曜日　昼14：00～16：00
　　　　　　　　　　　　　  夜18：30～20：30
●受講料／3ヵ月 6回 10,368円

もっともっとオカリナを楽しみたい方にお勧
めの講座です。講師のつくった土笛でオカリ
ナの大地の音を響かせましょう。

オカリナを楽しもう

●講　師／オカリナ奏者　松元範子
●日　時／第2・4金曜日 ①14：00～16：00
　　　　　　　　　　　　 ②18：30～20：30
●受講料／3ヵ月 6回 10,368円

オカリナはやさしい音色で、日本の叙情歌や
クラシック・ポップスなど様々なジャンルの
音楽を楽しめます。ひとりで吹いても合奏し
ても楽しい楽器です。レベルに合わせて指導
します。

フラワーデザイン～花をくらしに～
四季の花材や、ドライフラワー、プリザーブ
ドフラワーを使って、フラワーデザインの
基礎から応用まで、季節や行事に合わせて
レッスンします。花のある暮らしを楽しみま
しょう。
●講　師／日本フラワーデザイナー協会本部
　　　　　講師　佐川智子 
●日　時／第2・4木曜日 10：30～12：00
●受講料／3ヵ月 6回 9,720円

（花材費別途必要）

手づくりパンを楽しもう
手づくりパンの良さは、焼きたてを
家で食べられることです。このおい
しさ、感動を一緒に味わってみませ
んか。初めての方も大丈夫、パンづく
りの基本から学んでいきます。

●講　師／JHBS準師範　立石富美子
●日　時／1月22日（日）・2月26日（日）・3月26日（日）9：30～12：30
●受講料／3ヵ月 3回 5,832円　材料費 2,592円（3回） テキスト 2,592円
●定　員／20名　　　　　　　（材料費・テキスト代別途必要）

五感いきいき　楽しく フラダンス

●講　師／カレイレファ・フラネットワーク　上岡小織
●日　時／第1・3月曜日 13：00～15：00
●受講料／3ヵ月 5回 8,532円

フラダンスは、だれでもできるからだの表
情。腰、腕、指そして目と、からだのすべて
を踊らせます。軽やかなリズム、さわやか
なメロディー、ハワイアンにゆったりとのっ
て、五感がいきいきとして、さわやかな健
康法です。

絵画入門（水彩・パステル）

●講　師／画家　塩田誠一郎
●日　時／第1・3土曜日 10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 6回 9,720円

絵を描くのは難しいと思っていません
か？一度、気軽に描いてみませんか？
思ったより簡単で描くほどに楽しく
なってくるでしょう。初めての方でも
大丈夫、基本からわかりやすく指導し
ます。

イタリア料理を楽しむ

●講　師／ラ・サルーテ主宰　中野誠司
●日　時／1月7日（土）・2月4日（土）・3月4日（土）10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 3回 4,860円　材料費 6,480円（3回）

イタリア料理は、野菜のうまみを生かし、素材
の味を引き立てるのがポイント。難しそうです
が、基本をマスターすれば家庭料理からレスト
ランのメニューまで誰でも手軽に楽しめます。
素材の選び方、組み合わせ方、そして、うまみを
引き出すプロの技を伝授します。生パスタやピ
ザ生地なども作ってみましょう。

知って得する“アロマ”の特性
いま、アロマテラピーが注目されています。アロマ
テラピーは、精油（エッセンシャルオイル）や精油の
芳香を用いて、病気の予防と、心身の健康やリラク
ゼーションなどを目的とする療法です。講座では、
毎回、精油を紹介、アロマテラピーを体感していた
だきながらアロマのすべてを基本から学びます。

●講　師／アロマテラピスト　武田ひろみ
●日　時／1月21日（土）・2月18日（土）・3月18日（土）10：00～11：30
●受講料／3ヵ月 3回 4,860円　材料費 1,000円程度（1回）
●定　員／20名

中高年からの　ジョイピアノ

●講　師／中高年からのジョイピアノ主宰
　　　　　ますだ真由美
●日　時／第1・3水曜日 13：30～15：00
●受講料／3ヵ月 6回 10,368円（テキスト別途必要）

ピアノを楽しみたい方の入門講座、キーボード
ピアノのグループレッスンです。指番号を添え
た楽譜を使って、指の運び方から鍵盤の押さ
え方、コードの押さえ方を基本から簡単に学
んでいきます。すぐに演奏を楽しめるようにな
ります。

楽しく！タヒチアンダンス

●講　師／中四国ハワイアン協会インストラクター
　　　　　　KPDAインストラクターライセンス取得　鎌田敦子
●日　時／毎週水曜日 19：00～20：30
●受講料／3ヵ月 11回 17,820円
　　　　　　  （中四国ハワイアン協会への登録料が別途必要）

タヒチの人々は、想いや感情を伝える手段として、踊っ
ていたと言います。いわばコミュニケーションのダンス
です。それだけに、腰の動きや手の動き、表情など、上
手い下手ではなく、想いを込めて、楽しく踊ることが大
切です。さあ、楽しくタヒチアンダンスを始めましょう。

楽しい折り紙

●講　師／さぬき折り紙会　菅慧子
●日　時／1月11日（水）・2月8日（水）・3月8日（水）10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 3回 4,860円　　材料費 2,592円（3回）

小さな子どもから大人まで、さまざま
な形をつくって楽しめる折り紙。指先
を巧みに使って、出来上がりの形をイ
メージしながら折っていく折り紙は、
集中力、想像力を高め、脳を活き活き
とさせます。折り紙の基本から応用へ
と“折る楽しさ”の世界へ誘います。

想像力を育てるキッズ・アート
子どもの想像力は、大人の枠をはるかに超え
ています。絵を描いたり、物を作ったりするこ
とで豊かに育っていきます。キッズ・アートは自
由に表現できる感性を育てる教室です。

●講　師／美術集団　　大嶋寛子
●日　時／第2・4土曜日　10：00～12：00
●受講料／3ヵ月 5回 7,020円　 材料費 864円
●定　員／10名

りゅう

着物リフォームの楽しさを味わってみません
か？タンスで眠っている着物や集めた古布（和
布）の良さや味わいを十分に生かして普段着
や小物に蘇らせます。手縫いで一針一針心を
込めて仕上げていきます。初めての人はベスト
から始めましょう。着なくなったお手持ちの着
物をお持ちください。

着物リメイク

●講　師／ものづくりマイスター　萩原百合子
●日　時／第2・4木曜日　13：00～15：00
●受講料／3ヵ月 6回 10,368円※講師作品

●講　師／元NHKチーフアナウンサー　平瀬隆之 
●日　時／第2・4水曜日 13：30～15：00
●受講料／3ヵ月 6回 9,720円

本も声を出して読むだけでは、内容も良く伝わ
りません。楽しませる朗読、心を動かすナレー
ションのノウハウを、実践を通して身につけてい
きます。

楽しい朗読

●講　師／全日本漢詩連盟理事　安井草洲
●日　時／第2・4水曜日 13：00～15：00
●受講料／3ヵ月 6回 9,720円

漢詩を楽しむ
漢詩には、心にこだまする清澄な響き、リズ
ムがあります。
はじめての方でも、楽しめる漢詩の世界へご
案内します。

たのしい俳句
身近な自然と生活に潜むキラリと光る感動を
十七音に昇華させます。
句会形式による合評を中心とし、吟行なども
行います。初心者大歓迎。

●講　師／「草」同人　「谺」同人
　　　　　俳人協会会員　田村ふみこ 
●日　時／第2・4木曜日 13：00～15：00
●受講料／3ヵ月 6回 9,720円

キャシーズファミリー　ハワイアンキルト
キャシー中島のオリジナルカリキュラムに沿ってレッスンしま
す。ハワイアンキルトやアメリカンキルトを中心に、タヒチアン
キルトやステンドグラスキルトなど、色彩色豊かな作品（クッ
ション、バッグ、ポーチ、タペストリー、他）をキルトの歴史や文
化に触れながら、楽しく針をすすめます。
●講　師／スタジオKグループ・オフィシャルインストラクター 渡邉智恵子
●日　時／1月15日（日）・2月5日（日）・3月5日（日）
　　　　　13：00～15：00
●受講料／3ヵ月3回 9,720円 材料費別途必要

※注：持参の布では、レッスンができませんのでご了承ください。

教養・朗読

美術･工芸

音楽・ダンス

絵画・書道

くらし・手芸

こども

料　理

マリンウェーブ インフォメーション
お問い合わせ・お申し込み：TEL 0875-56-5111

◆体験してみよう！健康教室
正しい姿勢はさっそうとして美しく、若々しく見えます。またその姿勢を保つことは肩こりや腰痛を緩和
し、その予防にもなります。ストレッチポールを使い体のコンディションを整え、美しい姿勢を身につけま
しょう。
●講　師／カラダラボ代表トレーナー　高木駿
●日　時／毎週水曜日（第2・3水曜日を除く）10：00～11：00
●参加費／700円（1回）
●場　所／豊中公民館（現地集合）

※「ボディ・メイク」三野「美・ピラティス」仁尾も随時行っています。

2017年1月28日 13：30開場　14：00開演　
料金：全席自由　前売 2,500円 / 当日3,000円
※カルチャー会員の方は特別価格1,000円です。

新春昇殿参拝「吉備津神社」初詣と
耕三寺参拝・大山祇神社参拝の旅
～しまなみ海道を一周めぐる参拝の旅～

備後一宮 吉備津神社 大山祇神社

●定　員／30名（最少催行人数20名）

●日　時／平成29年1月13日（金）
マリンウェーブ発　8：00（7：50集合）

●参加費／14,000円
（交通費、入館料、食事代、保険料、その他含む）

●旅行企画・実施／観光庁長官登録旅行業第55号（社）日本旅行業協会正会員
　名鉄観光サービス株式会社　高松支店　総合旅行業務取扱管理者：元木健乗
　高松市寿町1-4-3 高松中央通りビル 3F　℡087-822-1621

●申込締切日／1月4日（水）
※締切日以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。
※添乗員が同行します。

☎0875-56－5133
〒769-1101　三豊市詫間町詫間1338-127

マリンウェーブ・カルチャー
お申込み・お問合せ

講座企画／NHK文化センター高松教室
　　　　　☎087-823-6677
　　　　　http://www.nhkcul.co.jp

お申し込み前に、まずお読み下さい。 価格の表示は消費税込みの価格です。
●講座は会員制をとっています。初めての方は入会していただきます。●入会金は3,240円（税込）、3年間有効です。会
員の更新は無料です。学生には、入会金の割引制度があります。●70歳以上は無料です。いったん納入された入会金は
払い戻しできかねます。会員になりますと、期間中手続きを経て、ＮＨＫ文化センター高松の講座を受講することができ
ます。●各講座は、先着順に受け付け、定員に達し次第締め切らせていただきます。応募人員が少ない講座は取りやめ
になる場合があります。●講座は、原則として定曜、定時ですが祝日や講師の都合などで一部曜日、時間が変更になる
ことがあります。●この「講座案内」の受講料は、お申し込みの際前納していただきます。ほとんどの講座は継続してお
り、講座によっては途中からでも受講できます。●講座によっては、受講料のほかにプリント代など必要な諸経費や教材
費をいただくことがあります。●いったん納入された受講料や諸経費は、入院や転勤などやむをえない事情の場合を除
き払い戻しできかねます。●火曜日、祝日、振替休日は原則として講座はありません。


