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・桑名市大山田コミュニティプラザ

・桑名市民会館

・Depan(デ バーリの 参宮店

・Restaurant+Cafe FORUM

(フ ォーラム)

・カフェ ho(イ ノ)

・Amber t翻 (ア ンバーテール)

・STUD10&CAFE HOLY HOUCE
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桑名|の1手羽鶴講座
1入 Fi者コ■ス■

20
第 4日 曜日 (10:00～ 12:00)

4月 ～ 8月  全 5回
「桑名の千羽鶴」を楽 しみながら、桑

名の文化を会得 していただけます。
4,000円

桑名の千羽鶴を

広める会

桑名|の千羽鶴講座
■上級者コ

=ス
‐ 20 第4日 曜日 (13:30～ 15:30)

4月 ～8月  全 5回
「桑名の千羽鶴」を楽 しみながら、桑

名の文化を会得 していただけます。
4,000円

桑名の千羽鶴を

広める会

雅楽に親しむ
第 1土曜日 (10:00～ 11:30)

4月 ～8月 5回、10月 ～2月 5回
龍笛を中心に雅楽の雅に親 しむ 前期・後期

各5,000円
田中松緑

1煎茶講座・

～
松風流

～

20
第 3火曜日 (10:00～ 12:00)

4月 ～9月 5回、10月 ～2月 5回

煎茶 の入 れ 方、いた だ き方 を通 して、
心 の 癒 しと和 の 精 神 、も て な しの 心

配 りを学 び ませ ん か。

前期・後期

各5,000円
水谷陽川

1絵て|がみ講座 20
第 2木曜日 (13:30～ 15:30)

4月 ～9月 6回、10月 ～3月 6回

描いて楽しい、もらつてうれしい絵
てがみ。あなたも描いてみませんか。

前期'後期

各5,000円
大西百合子

和紙人形
第 1日 曜日 (13Ю O～ 15:00)

5月 ～9月 5回、10月 ～2月 5回

季節の人形・桑名の千姫行列等を制作・

展示する予定
前期・後期

各5,000円
中根法子

ばら講座
金曜日 (13:30～ 15:30)

5/13・ 7/29・ 11/11・ 2/10全 4回

四季を通してのお手入れ方法を学
びます。

5,000円 高久昭好

申
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1.方  法
(1)往復 はがきの往信 に「住所」「氏名」「電話番号」「講座名」を、返信の表 に「住所」「氏名」を明記 し、

〒511-0009 桑名市大字桑名663番地5  六華苑「○○○講座係」へお送 り下さい。

(2)先着順 に受付 け、定員にな り次第締め切 ります。

2.受付期間
(1)平成 23年 3月 1日 (火)よ り 3月 31日 (木)ま で

(2)和紙人形講座 とばら講座は 5月 開講のため、4月 1日 (金 )よ り 4月 30日 (土 )ま で

(3)締切 当日の消印は有効です。

3.そ の 他
(1)各講座 とも上記 日程は、六華苑の行事やその他の行事などによ り変更され ることがあ ります。

(2)絵てがみ・千羽鶴・和紙人形の各講座は別途材料費がかか ります。

(3)詳綱 については、六華苑 までお問い合わせ ください。

◎お Fp5し 1合わせは、六華苑  TEL.0594-24-4466ヘ

⊃ミユ奎撃7プラギ`雹ビ漏墾蝋熙題JDこ

=島

男辱ツ覆P
と き 3月 4日 (金)～ 3月 6日 (日 )

午前 9時30分～午後 4時30分 (最終日は4時まで)

ところ 大山田コミュニティプラザ 中会議室・ロビー

コミユニディプラザ講座生、1年間の力作を展示します
`ぜ

ひご覧ください。

|  |‐  |  ■厖罰鵬ロヨ■ 油絵・彫刻・陶芸・写真 〕 |

*あ問合わせは、桑名市大山田コミュニテイプラザ(TEL32‐ 1820)ヘ

大山田コミュニティプラザ

文化ホール改修のお知らせ
音響改修工事に伴い、平成23年 2月 1日 ～3月 31日

まで文化ホールのご利用はできません。工事期間中

はご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をよろし

くお願いします。


