
★リスニング力に差がつく★リスニング力に差がつく★リスニング力に差がつく★リスニング力に差がつく    毎回毎回毎回毎回    外国人講師担当外国人講師担当外国人講師担当外国人講師担当        

英 会 話  学

グレイ

 習

ド U P

 塾

教 室

 

 

受講生募集中 

   フラワーアレンジメント・スクール 

札幌市中央区南４条西７丁目札幌市中央区南４条西７丁目札幌市中央区南４条西７丁目札幌市中央区南４条西７丁目５５５５－１－１－１－１    サウス４７ビル１階サウス４７ビル１階サウス４７ビル１階サウス４７ビル１階        

受講料：受講料：受講料：受講料：江別、石狩教室を江別、石狩教室を江別、石狩教室を江別、石狩教室を除き共通除き共通除き共通除き共通    

            月月月月 1111 回回回回 1.5751.5751.5751.575 円・円・円・円・2222 回回回回 2.1002.1002.1002.100 円円円円    

            3333 回回回回 2.6252.6252.6252.625 円・円・円・円・4444 回回回回 3.1503.1503.1503.150 円円円円    

お花代お花代お花代お花代 1111 回回回回 2.1002.1002.1002.100～～～～    

    

福住教室福住教室福住教室福住教室     豊平区福住豊平区福住豊平区福住豊平区福住 2222 条条条条 1111 丁目丁目丁目丁目    

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞー福住店ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞー福住店ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞー福住店ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞー福住店 6F6F6F6F    

    月月月月・土・土・土・土 10:3010:3010:3010:30～～～～12:0012:0012:0012:00・・・・13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

    水水水水････20:3020:3020:3020:30～～～～22:0022:0022:0022:00 の希望日時の希望日時の希望日時の希望日時にご参加可にご参加可にご参加可にご参加可    

    

資生館前教室資生館前教室資生館前教室資生館前教室    中央区南中央区南中央区南中央区南 4444 条西条西条西条西 7777 丁目丁目丁目丁目    

5555----1111    サウスサウスサウスサウス 47474747 ビル１ビル１ビル１ビル１FFFF    

水水水水曜日曜日曜日曜日 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000・・・・火・金曜日火・金曜日火・金曜日火・金曜日 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

第第第第１・２・３１・２・３１・２・３１・２・３木曜日木曜日木曜日木曜日 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

上野幌教室上野幌教室上野幌教室上野幌教室     厚別区上野幌厚別区上野幌厚別区上野幌厚別区上野幌 3333 条条条条 5555 丁目丁目丁目丁目    

上野幌中央会館上野幌中央会館上野幌中央会館上野幌中央会館    １１１１FFFF  

水曜日水曜日水曜日水曜日 14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    

    

江別教室江別教室江別教室江別教室     江別市幸町江別市幸町江別市幸町江別市幸町 335335335335    イイイイオン文化教室内オン文化教室内オン文化教室内オン文化教室内    

第第第第 2222，，，，3333，，，，4444 木曜日木曜日木曜日木曜日    10101010：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    

入会金入会金入会金入会金 3.0003.0003.0003.000 円円円円、、、、        受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 1111 回回回回 1575157515751575 円円円円    

2222 回回回回 3.1503.1503.1503.150 円・円・円・円・3333 回回回回 4.5754.5754.5754.575 円円円円    お花代お花代お花代お花代 1111 回回回回 2.1002.1002.1002.100～～～～    

    

石狩教室石狩教室石狩教室石狩教室    石狩市花川北石狩市花川北石狩市花川北石狩市花川北 3333 条条条条 2222 丁目丁目丁目丁目    

花川北ｺﾐｾﾝ内花川北ｺﾐｾﾝ内花川北ｺﾐｾﾝ内花川北ｺﾐｾﾝ内    

第４木曜日第４木曜日第４木曜日第４木曜日    13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030    

受講料＋お花代：月受講料＋お花代：月受講料＋お花代：月受講料＋お花代：月 1111 回回回回 3.0003.0003.0003.000 円円円円    

    

    

＜コース＞＜コース＞＜コース＞＜コース＞    

①アレンジメント（生花）①アレンジメント（生花）①アレンジメント（生花）①アレンジメント（生花）コースコースコースコース    

②プリザーブド・②プリザーブド・②プリザーブド・②プリザーブド・フラワー・コースフラワー・コースフラワー・コースフラワー・コース    

③ドライフラワー・コース③ドライフラワー・コース③ドライフラワー・コース③ドライフラワー・コース    

④ガーデニング・コース④ガーデニング・コース④ガーデニング・コース④ガーデニング・コース    

⑤自分で作るブーケ・コース⑤自分で作るブーケ・コース⑤自分で作るブーケ・コース⑤自分で作るブーケ・コース    

⑥⑥⑥⑥ブライダルコウディネイト・コース 

⑦フラワーショップ⑦フラワーショップ⑦フラワーショップ⑦フラワーショップ開業・コース開業・コース開業・コース開業・コース    

⑧特別短期集中講座⑧特別短期集中講座⑧特別短期集中講座⑧特別短期集中講座    

    

詳しくはホームページでも詳しくはホームページでも詳しくはホームページでも詳しくはホームページでも    

http://www.hana100.com/http://www.hana100.com/http://www.hana100.com/http://www.hana100.com/ 

入 会入 会入 会入 会

英会話・学

金金金金

習塾の

11110.5000.5000.5000.500 円円円円 カルチャー教室のカルチャー教室のカルチャー教室のカルチャー教室の入会金入会金入会金入会金        ３３３３....１５０１５０１５０１５０円円円円 

受講料受講料受講料受講料

英 会 話

    
完完完完・・・・全全全全・・・・個個個個・・・・別別別別・・・・指指指指・・・・導導導導    

タティング・レース 

    

今、人気の今、人気の今、人気の今、人気の    ビクトリア女王も愛したビクトリア女王も愛したビクトリア女王も愛したビクトリア女王も愛した宝石の宝石の宝石の宝石の

ような出来上がりのレース編みです。ような出来上がりのレース編みです。ような出来上がりのレース編みです。ような出来上がりのレース編みです。    

アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーも色々編んでも色々編んでも色々編んでも色々編んで作る事が作る事が作る事が作る事が出来ます。出来ます。出来ます。出来ます。    

講師：大阪講師：大阪講師：大阪講師：大阪    加奈美加奈美加奈美加奈美    

日本編み物検定日本編み物検定日本編み物検定日本編み物検定協会審査委員協会審査委員協会審査委員協会審査委員    

金曜日金曜日金曜日金曜日    11113333：：：：00000000～～～～11115555：：：：00000000    

                    受講料：月３回受講料：月３回受講料：月３回受講料：月３回    （１回（１回（１回（１回 2222 時間）時間）時間）時間）    

        ５．２５０円５．２５０円５．２５０円５．２５０円    

                                            用具＋糸代用具＋糸代用具＋糸代用具＋糸代((((初回初回初回初回)500)500)500)500 円円円円 

クンスト・ストリッケン 

レース 

今、人気の今、人気の今、人気の今、人気の    棒針で棒針で棒針で棒針で    中心から編んでゆく中心から編んでゆく中心から編んでゆく中心から編んでゆく    気軽に気軽に気軽に気軽に

編めるが出来上がりがゴージャスなレース編めるが出来上がりがゴージャスなレース編めるが出来上がりがゴージャスなレース編めるが出来上がりがゴージャスなレース編みです。編みです。編みです。編みです。    

講師：木村講師：木村講師：木村講師：木村    加寿子加寿子加寿子加寿子    

                                            日本編み物検定協会会員日本編み物検定協会会員日本編み物検定協会会員日本編み物検定協会会員    

            金曜日金曜日金曜日金曜日    11115555：：：：00000000～～～～11117777：：：：00000000    

受講料：月３回受講料：月３回受講料：月３回受講料：月３回    

５．２５０円５．２５０円５．２５０円５．２５０円    （１回（１回（１回（１回 2222 時間）時間）時間）時間）    

用具＋糸代等用具＋糸代等用具＋糸代等用具＋糸代等((((初回初回初回初回))))    2222．．．．625625625625 円円円円 

あみぐるみあみぐるみあみぐるみあみぐるみ教室教室教室教室    

かぎ針かぎ針かぎ針かぎ針 1111 本でネットでもチ本でネットでもチ本でネットでもチ本でネットでもチョー人気のオリジョー人気のオリジョー人気のオリジョー人気のオリジ

ナルのとってもかわいいあみぐるみをつくりナルのとってもかわいいあみぐるみをつくりナルのとってもかわいいあみぐるみをつくりナルのとってもかわいいあみぐるみをつくり

ます。小学生から大人まで簡単に作ることがます。小学生から大人まで簡単に作ることがます。小学生から大人まで簡単に作ることがます。小学生から大人まで簡単に作ることが

出来ちょっとしたプレゼントに冬休みの自由出来ちょっとしたプレゼントに冬休みの自由出来ちょっとしたプレゼントに冬休みの自由出来ちょっとしたプレゼントに冬休みの自由

課題作品にとても便利です。課題作品にとても便利です。課題作品にとても便利です。課題作品にとても便利です。    

講師：長屋講師：長屋講師：長屋講師：長屋    夕子夕子夕子夕子    あみぐるみ作家あみぐるみ作家あみぐるみ作家あみぐるみ作家    

                    火曜日火曜日火曜日火曜日 11110000：：：：00000000～～～～11112222：：：：00000000    

      受講料受講料受講料受講料：：：：月月月月 4444 回回回回 5.2505.2505.2505.250 円円円円    

月月月月 2222 回回回回 3150315031503150 円円円円（（（（1111 回回回回 2222 時間）時間）時間）時間）    

かなかなかなかな書道書道書道書道    

講師：長佐古講師：長佐古講師：長佐古講師：長佐古    良子良子良子良子    

道展会員・翠古会主宰道展会員・翠古会主宰道展会員・翠古会主宰道展会員・翠古会主宰    

火曜日火曜日火曜日火曜日    11110000：：：：00000000～～～～11112222：：：：00000000    

受講料：月４回受講料：月４回受講料：月４回受講料：月４回    （１回（１回（１回（１回 2222 時間）時間）時間）時間）    

                ５．２５０円５．２５０円５．２５０円５．２５０円    

                                週に１度心集中する週に１度心集中する週に１度心集中する週に１度心集中する 2222 時間をあな時間をあな時間をあな時間をあな

たに。たに。たに。たに。    本当本当本当本当に初めての方から中に初めての方から中に初めての方から中に初めての方から中

級の方、級の方、級の方、級の方、またまたまたまた平安朝などの古筆を研究平安朝などの古筆を研究平安朝などの古筆を研究平安朝などの古筆を研究

し、臨書し、臨書し、臨書し、臨書もももも学習学習学習学習することが出来ます。することが出来ます。することが出来ます。することが出来ます。 

英会話英会話英会話英会話とととと学習塾学習塾学習塾学習塾のののの両方両方両方両方にごにごにごにご参加参加参加参加のののの小学生小学生小学生小学生はははは    ８．４００８．４００８．４００８．４００円円円円    

子供の英会話・外国人講師担当子供の英会話・外国人講師担当子供の英会話・外国人講師担当子供の英会話・外国人講師担当    受講料受講料受講料受講料：：：：小学生小学生小学生小学生    5.2505.2505.2505.250 円円円円（月４回１回６０分（月４回１回６０分（月４回１回６０分（月４回１回６０分））））    

火曜日火曜日火曜日火曜日 16161616：：：：00000000～～～～18181818：：：：00000000    

水曜日水曜日水曜日水曜日 16161616：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    

木曜日木曜日木曜日木曜日 16161616：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    

金曜日金曜日金曜日金曜日 16161616：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    

★中学受験の為の特別講習★中学受験の為の特別講習★中学受験の為の特別講習★中学受験の為の特別講習    

日時期間ご相談に応じます。日時期間ご相談に応じます。日時期間ご相談に応じます。日時期間ご相談に応じます。 

【お母さんと一緒の英会話【お母さんと一緒の英会話【お母さんと一緒の英会話【お母さんと一緒の英会話    ０～３歳０～３歳０～３歳０～３歳】】】】（（（（45454545 分）分）分）分）    

木曜日木曜日木曜日木曜日：：：：14141414：：：：15151515～～～～15151515：：：：00000000    只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

【幼児の英会話【幼児の英会話【幼児の英会話【幼児の英会話    ３～６歳３～６歳３～６歳３～６歳】】】】    （（（（45454545 分）分）分）分）    

火曜日火曜日火曜日火曜日：：：：15151515：：：：15151515～～～～16161616：：：：00000000    只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

木曜日：木曜日：木曜日：木曜日：15151515：：：：15151515～～～～16161616：：：：00000000    

【小学生【小学生【小学生【小学生低学年の低学年の低学年の低学年の英会話】英会話】英会話】英会話】（（（（60606060 分）分）分）分）    

火曜日：火曜日：火曜日：火曜日：16161616：：：：15151515～～～～17171717：：：：00000000    只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

木曜日：木曜日：木曜日：木曜日：16161616：：：：45454545～～～～17171717：：：：45454545    

【小学生【小学生【小学生【小学生高学年の高学年の高学年の高学年の英会話】英会話】英会話】英会話】（（（（60606060 分）分）分）分）    

火曜日：火曜日：火曜日：火曜日：17171717：：：：15151515～～～～18181818：：：：15151515    只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

木曜日：木曜日：木曜日：木曜日：17171717：：：：50505050～～～～18181818：：：：50505050    只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

【中学生の英会話】【中学生の英会話】【中学生の英会話】【中学生の英会話】（（（（60606060 分）分）分）分）    

火曜日：火曜日：火曜日：火曜日：18181818：：：：15151515～～～～19191919：：：：15151515    只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

大人の英会話・外国人講師担当大人の英会話・外国人講師担当大人の英会話・外国人講師担当大人の英会話・外国人講師担当    

【旅行の為英会話【旅行の為英会話【旅行の為英会話【旅行の為英会話】】】】（（（（60606060 分）分）分）分）    

火曜日：火曜日：火曜日：火曜日：14141414：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

【特別【特別【特別【特別 40404040 分分分分    4.2004.2004.2004.200 円クラス円クラス円クラス円クラス】】】】    

木曜日：木曜日：木曜日：木曜日：16161616：：：：05050505～～～～16161616：：：：45454545    

【初心者の為の【初心者の為の【初心者の為の【初心者の為の日本人講師日本人講師日本人講師日本人講師担当担当担当担当クラスクラスクラスクラス】】】】    

月曜日：月曜日：月曜日：月曜日：10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000 只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

水曜日：水曜日：水曜日：水曜日：11111111：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000 只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中    

↑↑↑↑各先生の作品は各先生の作品は各先生の作品は各先生の作品は    資生館前資生館前資生館前資生館前カルチャー・スクールカルチャー・スクールカルチャー・スクールカルチャー・スクールの教室内での教室内での教室内での教室内で↑↑↑↑ご覧になる事が出来ます。ご覧になる事が出来ます。ご覧になる事が出来ます。ご覧になる事が出来ます。↑↑↑↑【【【【10101010：：：：00000000～～～～18181818：：：：00000000】】】】↑↑↑↑    

大人の簡単スケッチ画大人の簡単スケッチ画大人の簡単スケッチ画大人の簡単スケッチ画    

    

絵手紙にも、旅行先でのメモスケッチに、プロ絵手紙にも、旅行先でのメモスケッチに、プロ絵手紙にも、旅行先でのメモスケッチに、プロ絵手紙にも、旅行先でのメモスケッチに、プロ

の基本とコツをの基本とコツをの基本とコツをの基本とコツを    スケッチブックスケッチブックスケッチブックスケッチブックに、エンピツ、色に、エンピツ、色に、エンピツ、色に、エンピツ、色

鉛筆、水彩などを使ってどなたで鉛筆、水彩などを使ってどなたで鉛筆、水彩などを使ってどなたで鉛筆、水彩などを使ってどなたでもももも        

さらりと描けるよう学びます。さらりと描けるよう学びます。さらりと描けるよう学びます。さらりと描けるよう学びます。    

講師：大野講師：大野講師：大野講師：大野    恵里恵里恵里恵里        

北海道教育大学大学院 教育学研究科 

教科教育専攻美術教育専修修了 道展入選多数 

第第第第 1,31,31,31,3 水曜日水曜日水曜日水曜日    11110000：：：：00000000～～～～11112222：：：：00000000    

        受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 2222 回回回回    （１回（１回（１回（１回 2222 時間）時間）時間）時間）    

４．２００円４．２００円４．２００円４．２００円    材料費実費材料費実費材料費実費材料費実費（（（（200200200200 円前後）円前後）円前後）円前後）    

着物着物着物着物のののの着付着付着付着付けけけけ    

講師：田中講師：田中講師：田中講師：田中    迪子迪子迪子迪子        

和装コンサルタント和装コンサルタント和装コンサルタント和装コンサルタント    

着物美芸学院着物美芸学院着物美芸学院着物美芸学院 1111 級・現代和装教育協会会員級・現代和装教育協会会員級・現代和装教育協会会員級・現代和装教育協会会員    

金曜日金曜日金曜日金曜日    17171717：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000    

            受講料：月４回受講料：月４回受講料：月４回受講料：月４回    （１回（１回（１回（１回 2222 時間）時間）時間）時間）    

                    ５．２５０円５．２５０円５．２５０円５．２５０円    

もっと気軽に着物を着ましょうもっと気軽に着物を着ましょうもっと気軽に着物を着ましょうもっと気軽に着物を着ましょう！！！！    

※着物等の販売は※着物等の販売は※着物等の販売は※着物等の販売は    

一切ございません一切ございません一切ございません一切ございません 

気軽に学ぶ中国語 

講師：平野講師：平野講師：平野講師：平野    美奈美奈美奈美奈    中国名：肖中国名：肖中国名：肖中国名：肖    芹芹芹芹    

土曜日土曜日土曜日土曜日    11116666：：：：33330000～～～～11117777：：：：33330000    

授業見学無料体験授業見学無料体験授業見学無料体験授業見学無料体験できます。できます。できます。できます。    

            受講料：月４回受講料：月４回受講料：月４回受講料：月４回    （１回（１回（１回（１回 1111 時間）時間）時間）時間）    

５．２５０円５．２５０円５．２５０円５．２５０円    

標準語の北京語を綺麗な発音標準語の北京語を綺麗な発音標準語の北京語を綺麗な発音標準語の北京語を綺麗な発音        

でででで学びます。学びます。学びます。学びます。    講師は中国で講師は中国で講師は中国で講師は中国で 31313131 年年年年    

                日本で日本で日本で日本で 10101010 年の年の年の年のバイリンガルです。バイリンガルです。バイリンガルです。バイリンガルです。 

こと・三味線 

講師：米田講師：米田講師：米田講師：米田    哲子哲子哲子哲子    

札幌文化アカデミー講師・朝日カルチャー講師札幌文化アカデミー講師・朝日カルチャー講師札幌文化アカデミー講師・朝日カルチャー講師札幌文化アカデミー講師・朝日カルチャー講師    

月曜日月曜日月曜日月曜日

下記の時

    14141414

間

：：：：00000000

の内

～～～～

の

17171717

１

：：：：00000000

時間

    

受講料：受講料：受講料：受講料：月４回月４回月４回月４回    （（（（

マ

１ 回１ 回１ 回１ 回

ンツウマ

１ 時 間１ 時 間１ 時 間１ 時 間

ンレッスン

））））    

                                初級：初級：初級：初級：5.2505.2505.2505.250 円円円円    

中級：中級：中級：中級：6.3006.3006.3006.300 円円円円    

上級：８．４００円～上級：８．４００円～上級：８．４００円～上級：８．４００円～    

日本の伝統文化を日本の伝統文化を日本の伝統文化を日本の伝統文化を    身近に学びましょう。身近に学びましょう。身近に学びましょう。身近に学びましょう。        

きっと新しい発見がきっと新しい発見がきっと新しい発見がきっと新しい発見があります。あります。あります。あります。 

中学生中学生中学生中学生

受 講 料

    ８ ． ４ ０ ０ 円８ ． ４ ０ ０ 円８ ． ４ ０ ０ 円８ ． ４ ０ ０ 円

最初の月 4 回１回 1 時間

        ５．２５０円５．２５０円５．２５０円５．２５０円

２時間目から

    

教材費教材費教材費教材費：：：：一教科一教科一教科一教科 6666 ヶ月３．１５０円ヶ月３．１５０円ヶ月３．１５０円ヶ月３．１５０円    

月曜日月曜日月曜日月曜日 19191919：：：：00000000～～～～22222222：：：：00000000    

水曜日水曜日水曜日水曜日 17171717：：：：00000000～～～～22222222：：：：00000000    

金曜日金曜日金曜日金曜日 17171717：：：：00000000～～～～22222222：：：：00000000    

★成績★成績★成績★成績 UPUPUPUP 及び高校受験、及び高校受験、及び高校受験、及び高校受験、    

定期テストの為の教科別短定期テストの為の教科別短定期テストの為の教科別短定期テストの為の教科別短    

期集中期集中期集中期集中コースコースコースコース日時・期間ご相談日時・期間ご相談日時・期間ご相談日時・期間ご相談に応じます。に応じます。に応じます。に応じます。    

    

高校生高校生高校生高校生    教材費教材費教材費教材費：教科別実費：教科別実費：教科別実費：教科別実費（一教科（一教科（一教科（一教科 6666 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    3.0003.0003.0003.000 円前後）円前後）円前後）円前後）    

【グループレッスン】【グループレッスン】【グループレッスン】【グループレッスン】    １０．５００円１０．５００円１０．５００円１０．５００円

最初の月４回 1 回 1 時間

    8888

2

・・・・400400400400 円円円円

時間目から

    

月・水曜日月・水曜日月・水曜日月・水曜日 19191919：：：：00000000～～～～22222222：：：：00000000    

【個人指導】【個人指導】【個人指導】【個人指導】    １５．７５０円１５．７５０円１５．７５０円１５．７５０円

最初の月 4 回１回 1 時間

    

（月４回１回６０分（月４回１回６０分（月４回１回６０分（月４回１回６０分））））2222 時間目時間目時間目時間目からからからから１２１２１２１２....６００円６００円６００円６００円    

土曜日土曜日土曜日土曜日 15151515：：：：00000000～～～～18181818：：：：00000000（英語限定）（英語限定）（英語限定）（英語限定）    

月・火・水・木・金曜日月・火・水・木・金曜日月・火・水・木・金曜日月・火・水・木・金曜日    

19191919：：：：00000000～～～～22222222：：：：00000000（（（（全教科）全教科）全教科）全教科）    

大学受験・センター対策大学受験・センター対策大学受験・センター対策大学受験・センター対策    

教科別個別指導も承ります。教科別個別指導も承ります。教科別個別指導も承ります。教科別個別指導も承ります。    

英語・数学・物理英語・数学・物理英語・数学・物理英語・数学・物理などなどなどなど個別個別個別個別短期集中短期集中短期集中短期集中指導も指導も指導も指導も    

子ども子ども子ども子どもの絵画の絵画の絵画の絵画 

造形造形造形造形教室教室教室教室    

表現する楽しさ、創造する喜びのわかる子表現する楽しさ、創造する喜びのわかる子表現する楽しさ、創造する喜びのわかる子表現する楽しさ、創造する喜びのわかる子

ども達に、絵を書いたり、何かを作ったり、ども達に、絵を書いたり、何かを作ったり、ども達に、絵を書いたり、何かを作ったり、ども達に、絵を書いたり、何かを作ったり、

年齢に応じて子どもの能力と個性を引き出年齢に応じて子どもの能力と個性を引き出年齢に応じて子どもの能力と個性を引き出年齢に応じて子どもの能力と個性を引き出

していきます。していきます。していきます。していきます。    

講師：大野講師：大野講師：大野講師：大野    恵里恵里恵里恵里        

北海道教育大学大学院 教育学研究科教科 

教育専攻美術教育専修修了 

【幼児クラス（【幼児クラス（【幼児クラス（【幼児クラス（3333～～～～6666 歳）】歳）】歳）】歳）】    

毎週毎週毎週毎週    水曜日水曜日水曜日水曜日    3333：：：：00000000～～～～4444：：：：30303030    

【小学生ク【小学生ク【小学生ク【小学生クラス】ラス】ラス】ラス】        

毎週毎週毎週毎週    水曜日水曜日水曜日水曜日    ４：４：４：４：45454545～～～～6666：：：：45454545    

受講料：月受講料：月受講料：月受講料：月 2222 回回回回    ４．２００円４．２００円４．２００円４．２００円    

材料費実費材料費実費材料費実費材料費実費（（（（500500500500 円前後）円前後）円前後）円前後）    

        （幼児１回（幼児１回（幼児１回（幼児１回 90909090 分、小学生２時間）分、小学生２時間）分、小学生２時間）分、小学生２時間）    

気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご参加参加参加参加、、、、体験体験体験体験できますできますできますできます1day1day1day1day講座講座講座講座    

花を描く花を描く花を描く花を描く    

簡単に色鉛筆を使簡単に色鉛筆を使簡単に色鉛筆を使簡単に色鉛筆を使    

って季節の花を描きます。って季節の花を描きます。って季節の花を描きます。って季節の花を描きます。    絵心絵心絵心絵心

のない方もサラッと描くことが出のない方もサラッと描くことが出のない方もサラッと描くことが出のない方もサラッと描くことが出

来ますので来ますので来ますので来ますのでお気軽にご参加下さい。お気軽にご参加下さい。お気軽にご参加下さい。お気軽にご参加下さい。    

イヤリングイヤリングイヤリングイヤリング         

をををを    編編編編    むむむむ                

レース編みで自分だけのオリジレース編みで自分だけのオリジレース編みで自分だけのオリジレース編みで自分だけのオリジ

ナルの素敵なイヤリングを簡単ナルの素敵なイヤリングを簡単ナルの素敵なイヤリングを簡単ナルの素敵なイヤリングを簡単

にににに作ってみませんか？作ってみませんか？作ってみませんか？作ってみませんか？    

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス        

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント        

をををを    編編編編    むむむむ        

プレゼントに最適とってプレゼントに最適とってプレゼントに最適とってプレゼントに最適とっても可愛い編みぐるも可愛い編みぐるも可愛い編みぐるも可愛い編みぐる

み、み、み、み、一つ作り方を覚えると一つ作り方を覚えると一つ作り方を覚えると一つ作り方を覚えるといくつも作れます。いくつも作れます。いくつも作れます。いくつも作れます。    

年賀状年賀状年賀状年賀状    のののの    

文字を書く文字を書く文字を書く文字を書く        

今年は筆字で書いた年賀状を今年は筆字で書いた年賀状を今年は筆字で書いた年賀状を今年は筆字で書いた年賀状を

送ってみませんか？送ってみませんか？送ってみませんか？送ってみませんか？    

プリザーブド・フラワープリザーブド・フラワープリザーブド・フラワープリザーブド・フラワー３３３３回コース回コース回コース回コース    

講師：講師：講師：講師：かすみ草かすみ草かすみ草かすみ草

フ ラ ワ ー ア レ ン ジ

専任専任専任専任

メ ン ト ス

講師講師講師講師

ク ー ル

    

上記各教室の開講時間の中から自由上記各教室の開講時間の中から自由上記各教室の開講時間の中から自由上記各教室の開講時間の中から自由    

    に２時間を３回選んでご参加できます。に２時間を３回選んでご参加できます。に２時間を３回選んでご参加できます。に２時間を３回選んでご参加できます。    

１回目テーブルの上に置くお洒落な１回目テーブルの上に置くお洒落な１回目テーブルの上に置くお洒落な１回目テーブルの上に置くお洒落な    

アレンジ、２回目玄関や棚にかざるアレンジ、２回目玄関や棚にかざるアレンジ、２回目玄関や棚にかざるアレンジ、２回目玄関や棚にかざる    

現代的なアレンジ、３回目お部屋に飾っても、現代的なアレンジ、３回目お部屋に飾っても、現代的なアレンジ、３回目お部屋に飾っても、現代的なアレンジ、３回目お部屋に飾っても、    

プレゼントに使っても、もちろん、花嫁が本当プレゼントに使っても、もちろん、花嫁が本当プレゼントに使っても、もちろん、花嫁が本当プレゼントに使っても、もちろん、花嫁が本当    

にもってもにもってもにもってもにもっても OKOKOKOK ウエディングブーケを作ります。ウエディングブーケを作ります。ウエディングブーケを作ります。ウエディングブーケを作ります。    

受講料＋材料費：２１．０００円受講料＋材料費：２１．０００円受講料＋材料費：２１．０００円受講料＋材料費：２１．０００円((((税込税込税込税込))))  
  
 

お正月はお正月はお正月はお正月は    

お着物でお着物でお着物でお着物で        

今年のお正月は今年のお正月は今年のお正月は今年のお正月は    自分で自分で自分で自分で着物着物着物着物

を着て家族を驚を着て家族を驚を着て家族を驚を着て家族を驚かせましょう。かせましょう。かせましょう。かせましょう。    

    

冬休みの冬休みの冬休みの冬休みの        

課題に最適課題に最適課題に最適課題に最適         

冬休みの課題としても良い紙な冬休みの課題としても良い紙な冬休みの課題としても良い紙な冬休みの課題としても良い紙な

どによる造形、小どによる造形、小どによる造形、小どによる造形、小 1111～～～～6666 年まで年年まで年年まで年年まで年

齢似応じた齢似応じた齢似応じた齢似応じた    

作品をつくります。作品をつくります。作品をつくります。作品をつくります。    

    

X'masX'masX'masX'mas リースリースリースリース    

お正月〆飾りを作るお正月〆飾りを作るお正月〆飾りを作るお正月〆飾りを作る    

香りの良い生のモミの木を使ったクリスリ香りの良い生のモミの木を使ったクリスリ香りの良い生のモミの木を使ったクリスリ香りの良い生のモミの木を使ったクリスリ

ース、生の松をあしらったモダンなお正月ース、生の松をあしらったモダンなお正月ース、生の松をあしらったモダンなお正月ース、生の松をあしらったモダンなお正月

のしめ飾りを作って飾りませんか？のしめ飾りを作って飾りませんか？のしめ飾りを作って飾りませんか？のしめ飾りを作って飾りませんか？    

こと、三味線こと、三味線こと、三味線こと、三味線        

に触ってみるに触ってみるに触ってみるに触ってみる    

全く初めての方も、一度その魅全く初めての方も、一度その魅全く初めての方も、一度その魅全く初めての方も、一度その魅

力に触れてみませんか？力に触れてみませんか？力に触れてみませんか？力に触れてみませんか？    講講講講

師が詳しくご説明致します。師が詳しくご説明致します。師が詳しくご説明致します。師が詳しくご説明致します。    

    

小・中・小・中・小・中・小・中・    冬休み冬休み冬休み冬休み３０時間３０時間３０時間３０時間講習講習講習講習及び高校生特別講習及び高校生特別講習及び高校生特別講習及び高校生特別講習受受受受

け付けます。け付けます。け付けます。け付けます。詳し詳し詳し詳しくは裏面冬休み講習欄くは裏面冬休み講習欄くは裏面冬休み講習欄くは裏面冬休み講習欄ををををご参考下さいご参考下さいご参考下さいご参考下さい 

お問合せ・お申込・ご相談は：TEL ０11－５２０－７７７３ （9 時～20 時受付） ㈱花百科まで 
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