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 令和２年 ３月 ２０日発行

藤 枝 市 鬼 島 387 番 地

TEL 643-1766／FAX 647-3771

E-mail　hirohata@city.fujieda.shizuoka.jp

令和２年度 広幡地区交流センター

★お申込み期間 ：４月１日（水）～ ４月8日（水）午前９時～午後９時
★お申込み会場 ： 広幡地区交流センター １Fロビー

★持ち物 ：６３円の郵便はがき （※はがきは１講座につき1枚必要です）

① 季節にあわせてバルーンアートを楽しもう

② 絵手紙でカレンダーをつくろう

③ 大人の卓球教室 ～初級編～

④ 物づくりは頭の体操

⑤ 身近な食材で簡単レシピ ～手料理がいちばん～

⑥ パソコン・スマホ初級教室

⑦ シニアの得トク体験

⑧ 暮らしを創る ～自然からの贈り物Part２～

⑨ 楽しむ折り紙 頭の体操！！

⑩ コツを知って筆ペン上手！

⑪ ほんのり幸せパン工房

⑫ 糖質オフでヘルシークッキング

講 座 一 覧
詳しくは

中面を

ご覧ください

＊お申込み方法は裏面をご覧ください＊

★新型コロナウイルス感染症等の社会情勢の変化により

講座の開催が延期または中止となる場合があります



① 季節にあわせて

バルーンアートを楽しもう ② 絵手紙でカレンダーをつくろう ⑦ シニアの得トク体験
⑧ 暮らしを創る

～自然からの贈り物Part2～

⑩ コツを知って筆ペン上手！⑨ 楽しむ折り紙 頭の体操 !!④ 物づくりは頭の体操

⑫ 糖質オフでヘルシークッキング⑪ ほんのり幸せパン工房⑥ パソコン・スマホ初級教室
⑤ 身近な食材で簡単レシピ

～手料理がいちばん～

③ 大人の卓球教室 ～初級編～

新新新

新新

新 新

初めての方でもかわいい作品がすぐ作れるようになります

作っているうちに、ぐんぐん上達！ 見て楽しい！

作って楽しい！ プレゼントしても喜ばれますよ♪

絵を描くのが苦手でも大丈夫です！

四季折々の題材を使い、温かい絵や言葉で、

自分だけのオリジナルカレンダーを作りましょう♪

一から卓球を始めたい方、卓球を始めて間もない方、

先生が基本から教えてくれます

年齢、男女問わず、一緒に楽しみましょう ～

陶器の小物・茶香炉ランプ・布ぞうりなど

暮らしに使えるものを作ります 物作りが好きな方、

指先を使って脳トレを一緒に楽しみませんか♪

身近な食材を使って、楽しく料理♪とっても簡単に

できるおつまみ・常備菜・漬物など、レパートリーが

増えること間違いなし！知って得するメニューです !

スマホなどで撮った写真を、パソコンで活用して

みたかった方！！写真の加工・ 編集や、SNSの

楽しみ方と注意点なども学べます

吹き矢・陶芸・そろばんなど体験し、司法書士のお話、

遺言書の作成練習も！ 楽しみながら学びましょう♪

知って得することばかり！

“紅茶作り”や“野菜満載の金山寺味噌作り”など

毎回プロの先生に楽しく教えていただきます

いろいろ体験したい方におすすめの講座です

折り紙は、頭に良い体操です お洒落な小物や

四季を彩る作品づくり 角や辺を合わせる注意力や

平面から立体に出来上がる達成感も♪

馴染みのある日常フレーズや

よく使う漢字の、書き方とコツを知り練習します

クセ字から美文字を目指しましょう

季節を感じながら、おいしいパンやケーキを作ります

パン作りをしてみたかった方、

焼きたてパンの香りは、格別ですよ♪

健康度アップの方法を、料理を通して

教えていただけます♪

元気で楽しい先生です！毎日の料理から健康に！

・講 師 大畑 光江 先生 大畑 保恵 先生

・対象者 一般

・定 員 １５名

・受講料 3,200円

・材料費 4,000円

・講 師 甲斐 紗都呼 先生

・対象者 一般

・定 員 １５名

・受講料 3,200円

・材料費 1,500円

・講 師 広幡スポーツクラブ（那須野 茂 先生）

・対象者 一般

・定 員 １２名

・受講料 3,200円

・講 師 秋田 好子 先生 安藤 早恵子 先生

・対象者 一般

・定 員 １５名

・受講料 3,200円

・材料費 5,000円

・講 師 秋田 好子 先生

・対象者 一般

・定 員 １６名

・受講料 3,200円

・材料費 5,000円

・講 師 藤枝シニアパソコンクラブ

・対象者 一般

・定 員 １５名

・受講料 3,200円

・資料代 800円

・講 師 内容ごと講師が変わります

・対象者 ６５歳以上

・定 員 ２０名

・受講料 無料

・材料費 講座の内容によります

・講 師 内容ごと講師が変わります

・対象者 一般

・定 員 １６名

・受講料 3,200円

・材料費 5,000円

・講 師 山口 慶子 先生

・対象者 一般

・定 員 １５名

・受講料 3,200円

・教材費 1,000円

・講 師 富山 裕美 先生

・対象者 一般

・定 員 １０名

・受講料 3,200円

・教材費 1,300円

・講 師 大畑 志げ子 先生

・対象者 一般

・定 員 １６名

・受講料 3,200円

・材料費 6,400円

・講 師 塩澤 春美 先生

・対象者 一般

・定 員 １６名

・受講料 3,200円

・材料費 5,000円

・日 程 第４火曜日 他

13:30～15:30

スマホの写真を

パソコンに♪

・日 程 第３水曜日

13:30～15:30

ひとあじ違った

折り紙を

楽しみましょう♪

・日 程 第１・３金曜日

13:30～15:30

・日 程 第２・３水曜日他

９:30～1１:30

・日 程 第３木曜日

９:30～1２:０0

・日 程 第２・４金曜日他

９:30～1１:３0

・日 程 第３火曜日

９:30～1１:３0

・日 程 第１土曜日他

９:30～1１:３0

・日 程 第２木曜日他

９:30～1１:３0

・日 程 第２・４水曜日

９:30～1１:３0

・日 程 第２金曜日

９:30～1２:０0

・日 程 第３金曜日

９:30～1２:０0
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昨年も

大好評♪
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休館日：毎週月曜日と第３日曜日・祝日

＊生涯学習講座募集のご案内＊

★対象は、藤枝市に住んでいるか、通勤・通学している人です。

★講座は、５月以降順次開講し、全８回（月１回または２回）行います。

★お申し込みは、４月１日（水）～４月８日（水）の午前９時～午後９時
広幡地区交流センターにある申込み用紙に記入し、

６３円の郵便はがきを添えて事務室に提出してください。

※はがきは、１講座につき１枚必要です。宛名を記入してお持ちください。

※電話での申し込みはできません。
※市のホームページから電子申請によるお申し込みもできます。

★受講料（８回分３，２００円）が必要です
その他、講座により材料費や教材費なども必要な場合があります。

第１回目の講座日に納めてください。

★初めての方を優先します
応募者が定員を超えた場合は抽選となります。

また、応募人数が少ない場合は開講できないこともあります。

お申し込みの結果は、はがきで通知します。

※電子申請の方は、メールで通知します。

ヤマスポーツ親子体操 ①

白紙

【はがきの書き方】

裏面
表面

６３

ご
住
所

お
名
前

申
込
み
講
座
名

特別講座募 集！

・日 時： ５/８

７/３

５/２２ ６/１２ ６/２６

７/１７ ９/１１ ９/２５ （すべて金曜日）

１０：００～１１：３０

・場 所：広幡地区交流センター（大会議室）

・対 象：未就園児の親子

・定 員：２０組

・持ち物：運動のできる服装・くつ・飲み物・タオル

・受講料：無料

・託 児：生後6ヶ月から （託児費用２，４００円を初回に集金します）

・講 師：ヤマスポーツクラブ

４/９（木）～

受付開始

＊申込書記入のため直接

広幡地区交流センターへ

☆定員になり次第締め切らせていただきます


