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　ウォーキングの習慣は、肥満
や生活習慣病の予防のほか、
若々しい体づくりやストレス
解消の効果があります。楽しく
歩き、習慣化を目指しましょう。
と　　き　3月11日(金)、午前9時30分～正午
と こ ろ　中央保健センター
対　　象　市内在住の人
内　　容　ウォーキング（雨天の場合は室内運動）、

歩き方の講習
講　　師　小木曽一之さん（皇學館大学教育学部教

授）
定　　員　60人程度
持 ち 物　運動のできる服装・靴、飲み物、歩数計

（持っている人）
申し込み　電話またはファクスで同課へ
予算額〔平成22年度〕　4万5千円（2回分）

と　　き　2月26日(土)、午前9時30分～正午
と こ ろ　ハートプラザみその・栄養指導室
対　　象　市内在住の家族2人（父親と母親、保護

者1人と子ども1人など）
内　　容　「ひな祭り」にちなんだ料理作り
定　　員　20組（先着順）
持 ち 物　エプロン、三角巾
申し込み　2月16日(水)・午前8時30分から、

電話で同課へ

健康の日における啓発事業
ウォーキング大会
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

ファミリー料理（ひな祭り）教室
市民交流課（☎21-5513）

障がいに関するアンケート
調査結果の公表
～集まった声をみんなで共有するために～

伊勢市地域自立支援協議会では、障がい者の皆
さんのニーズ（需要）を把握するためのアンケート
調査を実施しました。
その結果を公表し、課題を共有するとともに、
みんなで何ができるかを考えるための講演会を開
催します。
と　　き　3月4日(金)、①午後1時30分～・②午後

2時30分～
と こ ろ　ハートプラザみその・多目的ホール
内　　容　①アンケート調査結果の公表・課題の　

共有、②講演会（講師：北野誠一さん　
〔関西地域支援研究機構代表、障がい
者制度改革推進会議構成員〕）

障がい福祉課（☎21-5558）
障害者相談支援センター「ブレス」（☎20-6525）

平成23年度  身体障害者デイサービス

3月5日（土）～31日（木）　9:00～16:30
（月曜日〔祝日の場合は翌日〕を除く）
尾崎咢堂記念館企画展
尾崎咢堂記念館と地域
ところ：尾崎咢堂記念館
入館料：大人100円、小・中学生・高校生80円
問い合わせ：尾崎咢堂記念館（☎22-3198）

2月20日（日）　9:00 ～
美し国三重市町対抗駅伝
ところ：県庁前（津市）～県営総合競技場
問い合わせ：生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

3月1日（火）　19:30 ～ 21:00
一日健康ウォーキング （いせトピアコース）
集合場所：市役所前
保険料：10円
問い合わせ：生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

イベントカレンダーイベントカレンダー このコーナーに掲載しているイベントは、市が主催・共催する
ものです。詳しくは、担当部署へ問い合わせてください。

保育士を募集
こども課（☎21-5579）

　市では、市立保育所の保育士（嘱託職員）を募集
しています。
対　　象　保育士登録をされている、または指定
　　　　　保育士養成施設を卒業見込みの人で、
　　　　　保育士として就労を希望する人
申し込み　ハローワーク伊勢を通じて申し込んで
　　　　　ください
※市内の私立保育所の保育士募集については、各
　保育所へ問い合わせてください。

社会福祉協議会伊勢支所（☎27-2425、FAX27-2412）

教室名・とき　下表のとおり
と こ ろ　福祉健康センター
対　　象　身体障害者手帳と障害福祉サービス受給者証（地域活動

支援センター決定分）を持っている人
　　　　　※障害福祉サービス受給者証（地域活動支援センター決定
　　　　　　分）を持っていない人は、障がい福祉課（☎21-5558、
　　　　　　FAX21-5555）で交付を受けてください。
受 講 料　1回につき125円（別途教材費が必要）
　　　　　※所得によっては、受講料が無料となる場合があります。
申し込み　同協議会同支所へ

うま

※参加希望者が５人以下の教室は、開催できない場合があります。
※講師の都合などにより、日程を変更する場合があります。

教室名 と　き 回数 備考
カローリング 第４金曜日 13：30～15：00 12回
生け花 第３土曜日 10：00～12：00 12回
かんたんお菓子作り 第３土曜日 13：00～15：00 12回
フラダンス 偶数月の第２金曜日 13：00～14：30 6回 新規
ちぎり絵 第１土曜日 10：00～12：00 12回
筆ペン 第４木曜日 13：30～15：30 12回
絵手紙 第２木曜日 13：00～15：00 12回

パソコン（肢体不自由者）

第１・３火曜日 13：00～15：00 24回
第２・４火曜日 13：00～15：00 24回
第１・３金曜日 13：00～15：00 24回 初心者対象
第２・４金曜日 13：00～15：00 24回
第１・３水曜日 13：00～15：00 24回

パソコン（聴覚障がい者） 第２・４土曜日 10：00～12：00 24回
パソコン（視覚障がい者） 第１・３木曜日 13：00～15：00 24回
やさしい保健体操 第２・４水曜日 13：00～14：30 24回

園芸 ５月・6月・11月
（日程は未定） 13：00～15：00 3回 新規



おひなさまめぐりin二見
おひなさまめぐりin二見実行委員会
（☎42-1111〔二見総合支所〕）
とき／ 3月6日(日)まで、午前
9時～午後5時ごろ　ところ／
夫婦岩表参道を中心とした地域
一帯　内容／二見生涯学習セン
ターの大段飾り・巨大雛壁画、
賓日館の江戸～昭和初期の古雛
をはじめ、夫婦岩表参道一帯の
約100カ所に約6,000体のひな
人形を展示
※旅館・飲食店などではおひな
　さまにちなんだ期間限定メ
　ニューでおもてなしをします。
　賓日館では子ども打ち掛けを
　着ての写真撮影会、十二単の
　着付け体験、お茶席などを行
　います。
※賓日館は入館料（大人300円、
　小・中学生・高校生150円）が
　必要です。
 恋活イベント
とき／ 2月19日(土)、午前10
時～　定員／ 20歳以上の独身
男女各20人（先着順）　参加費／
1,000円　申し込み／同実行委
員会へ

ダンス同好者交流舞踏会
伊勢市老人クラブ連合会芸寿会
社交ダンス部・松月さん
（☎28-2319）
とき／ 3月5日(土)、午後1時
30分～ 3時30分　ところ／福
祉健康センター・2階娯楽室　
内容／美しい音楽に包まれて、
社交ダンスを楽しみます　参加
費／200円
※事前申し込みは不要です。

卒業茶会
皇學館大学煎茶道部・鹿谷さん
（☎090-5142-9204）
とき／ 2月26日(土)、午前11
時～午後3時　ところ／皇學館
大学・記念館　内容／炉玉露手
前・棚煎茶手前・皇服茶手前

ぼくらわたしらの
音楽発表会
明照浄済会（☎28-2678）
とき／2月27日（日）、午後2時～
ところ／生涯学習センターいせ
トピア・多目的ホール　内容／
児童養護施設や母子生活支援施
設に入所している子どもたちに
よる歌や楽器演奏、うらら（名
古屋を中心に活動する女性4人
グループ）による演奏

視覚障がい者用の
日常生活用具使い方教室
伊勢市視覚障害者福祉会・
鈴木さん（☎24-0870）
とき／ 2月24日(木)、正午～
午後4時　ところ／福祉健康セ
ンター・2階娯楽室　対象／視
覚障がいのある人やその家族な
ど　内容／視覚障がいのある人
が日常生活の不便を解消するた
めの用具の紹介と、その使い方
についての説明
※事前申し込みは不要です。

健康創作ダンス教室
櫂我仁流・飯田さん（☎28-1117）
とき／ 2月27日(日)、午後3
時～ 4時45分　ところ／福祉
健康センター・2階娯楽室　内
容／古典舞踊をアレンジした
フィットネスダンス教室

一色能
一色町能楽保存会・吉川さん
（☎25-6526）
とき／ 3月13日(日)、午前11
時～午後5時　ところ／一色町
公民館　内容／翁舞（国の選択
無形民俗文化財）、能、舞囃子、
狂言、仕舞、連吟、独吟の披露

イベント掲示板
このコーナーに掲載しているイベントは、市が主催するものでは
ありません。詳しくは、各主催者へ問い合わせてください。参加
費などの記載のないものについて、入場・参加などは無料ですが、
一部有料コーナーなどがある場合があります。

リユースパソコンを寄贈
いせ市民活動センター（☎20-4385）

　同センターでは、企業からの
リユースパソコンを、非営利組
織・ボランティア団体・高齢者
グループなどの市民活動団体や
ＮＰＯへ寄贈し、団体の情報化
を支援します。
寄贈パソコン　ノート型パソコン

（Windows Xp、Office 2007 Personal）
申し込み期間　3月3日(木)まで〔当日消印有効〕
※選考委員による審査があります。
※詳しくは、同センターへ問い合わせるか、ホーム
　ページ（http://skc.e-ise.net/）をご覧ください。

イノシシ・ニホンジカの狩猟期間を延長
三重県環境森林部自然環境室（☎津 059-224-2578）

　イノシシ・ニホンジカの狩猟期間が、平成22
年度から1カ月延長され、11月15日から翌年3
月15日までになりました。
　なお、ほかの狩猟鳥獣の狩猟期
間は、従来どおり11月15日から
翌年2月15日までです。

伊勢建設高等職業能力開発校（☎23-5535）

　同校では、職業能力開発促進法に基づく県知事
の認定を受け、職業訓練を実施しています。
訓練科目　木造建築科
訓練日時　4月～平成26年3月の毎週水曜日
　　　　　午前8時45分～午後5時15分
訓練内容　建築に必要な学科教習・実技訓練
申し込み　3月22日(火)までに同校へ

職業能力開発校の訓練生を募集

公共職業訓練生を募集
独立行政法人雇用・能力開発機構
南伊勢職業能力開発促進センター（☎37-3121）

講演会「7カ国語で話そう」
ヒッポファミリークラブ・
辻さん（☎22-8401）
とき／ 2月22日(火)・午前10
時～正午、2月26日（土）・午
後2時～ 4時　ところ／生涯学
習センターいせトピア　内容／
講演「7カ国語で話そう」、地域
国際交流活動の報告　申し込み
／事前に同クラブへ
※託児できます。（要予約）

セント・パトリックスデー・
パレード伊勢
ＩＮＪ三重支部・河口さん
（☎27-3222）
とき／ 3月5日(土)、午後0時
30分～ 3時30分　ところ／外
宮～伊勢市駅前広場～外宮前広
場　内容／アイルランドのシン
ボルカラー｢緑｣の物を身に着け
てパレードをした後、アイリッ
シュダンス・音楽演奏などを行
います
※午前11時～午後0時30分
　に、外宮前広場でオイスター
　フェスティバルを開催し、焼
　きガキの振る舞いやカキむき
　体験などを行います。

司法書士による
無料相談会
三重県司法書士会伊勢支部・
中北さん（☎36-5568）
とき／ 2月 19日 (土 )、午前
10時～午後3時　ところ／生
涯学習センターいせトピア・2
階学習室2　内容／不動産登
記、商業登記、自己破産・調停・
個人再生手続き、法律扶助の
方法、裁判所への提出書類の
作成などに関する相談

対　　象　再就職を希望し、公共職業安定所に求
　　　　　職申し込みをしている人
訓練科目　金属加工科
訓練日時　4月5日(火) ～ 9月28日(水)
　　　　　午前9時20分～午後3時40分
　　　　　（土曜日・日曜日・祝日を除く）
訓練内容　溶接・金属加工についての技能を習得
　　　　　します
※2月23日(水)・3月2日(水)、午前9時30分
　から、説明会を開催します。

農業者戸別所得補償対策制度説明会

　平成23年度から「農業者戸別所得補償対策制度」が本格実施されます。
この制度は、農業経営の安定と国内生産力の確保のため、今後の農業政
策の基盤となる制度です。
　農家の皆さんを対象に、次のとおり説明会を開催します。
とき・ところ　下表のとおり
内　　容　「農業者戸別所得補償対策制度の本格実施」「平成23年水稲作
　　　　　付面積目標配分」「水稲生産実施計画書及び兼水稲共済細目書     
               異動申告票」についての説明

農林水産課内・伊勢市水田農業推進協議会事務局（☎22-0370）

と　き ところ 対象地区

２月 14日（月）

19：00～

生涯学習センターいせトピア 旧伊勢市本庁管内、
四郷、神社、大湊、浜郷

２月 15日（火） JA伊勢豊浜支店 豊浜
２月 16日（水） 小俣図書館 小俣
２月 17日（木） JA伊勢城田支店 城田
２月 18日（金） 北浜地区コミュニティセンター 北浜
２月 19日（土） 13：30～ 佐八小学校・体育館 宮本、沼木
２月 21日（月）

19：00～
ハートプラザみその 御薗

２月 22日（火） 二見町老人福祉センター 二見
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おひなさまめぐりin二見
おひなさまめぐりin二見実行委員会
（☎42-1111〔二見総合支所〕）
とき／ 3月6日(日)まで、午前
9時～午後5時ごろ　ところ／
夫婦岩表参道を中心とした地域
一帯　内容／二見生涯学習セン
ターの大段飾り・巨大雛壁画、
賓日館の江戸～昭和初期の古雛
をはじめ、夫婦岩表参道一帯の
約100カ所に約6,000体のひな
人形を展示
※旅館・飲食店などではおひな
　さまにちなんだ期間限定メ
　ニューでおもてなしをします。
　賓日館では子ども打ち掛けを
　着ての写真撮影会、十二単の
　着付け体験、お茶席などを行
　います。
※賓日館は入館料（大人300円、
　小・中学生・高校生150円）が
　必要です。
 恋活イベント
とき／ 2月19日(土)、午前10
時～　定員／ 20歳以上の独身
男女各20人（先着順）　参加費／
1,000円　申し込み／同実行委
員会へ

ダンス同好者交流舞踏会
伊勢市老人クラブ連合会芸寿会
社交ダンス部・松月さん
（☎28-2319）
とき／ 3月5日(土)、午後1時
30分～ 3時30分　ところ／福
祉健康センター・2階娯楽室　
内容／美しい音楽に包まれて、
社交ダンスを楽しみます　参加
費／200円
※事前申し込みは不要です。

卒業茶会
皇學館大学煎茶道部・鹿谷さん
（☎090-5142-9204）
とき／ 2月26日(土)、午前11
時～午後3時　ところ／皇學館
大学・記念館　内容／炉玉露手
前・棚煎茶手前・皇服茶手前

ぼくらわたしらの
音楽発表会
明照浄済会（☎28-2678）
とき／2月27日（日）、午後2時～
ところ／生涯学習センターいせ
トピア・多目的ホール　内容／
児童養護施設や母子生活支援施
設に入所している子どもたちに
よる歌や楽器演奏、うらら（名
古屋を中心に活動する女性4人
グループ）による演奏

視覚障がい者用の
日常生活用具使い方教室
伊勢市視覚障害者福祉会・
鈴木さん（☎24-0870）
とき／ 2月24日(木)、正午～
午後4時　ところ／福祉健康セ
ンター・2階娯楽室　対象／視
覚障がいのある人やその家族な
ど　内容／視覚障がいのある人
が日常生活の不便を解消するた
めの用具の紹介と、その使い方
についての説明
※事前申し込みは不要です。

健康創作ダンス教室
櫂我仁流・飯田さん（☎28-1117）
とき／ 2月27日(日)、午後3
時～ 4時45分　ところ／福祉
健康センター・2階娯楽室　内
容／古典舞踊をアレンジした
フィットネスダンス教室

一色能
一色町能楽保存会・吉川さん
（☎25-6526）
とき／ 3月13日(日)、午前11
時～午後5時　ところ／一色町
公民館　内容／翁舞（国の選択
無形民俗文化財）、能、舞囃子、
狂言、仕舞、連吟、独吟の披露

イベント掲示板
このコーナーに掲載しているイベントは、市が主催するものでは
ありません。詳しくは、各主催者へ問い合わせてください。参加
費などの記載のないものについて、入場・参加などは無料ですが、
一部有料コーナーなどがある場合があります。

リユースパソコンを寄贈
いせ市民活動センター（☎20-4385）

　同センターでは、企業からの
リユースパソコンを、非営利組
織・ボランティア団体・高齢者
グループなどの市民活動団体や
ＮＰＯへ寄贈し、団体の情報化
を支援します。
寄贈パソコン　ノート型パソコン

（Windows Xp、Office 2007 Personal）
申し込み期間　3月3日(木)まで〔当日消印有効〕
※選考委員による審査があります。
※詳しくは、同センターへ問い合わせるか、ホーム
　ページ（http://skc.e-ise.net/）をご覧ください。

イノシシ・ニホンジカの狩猟期間を延長
三重県環境森林部自然環境室（☎津 059-224-2578）

　イノシシ・ニホンジカの狩猟期間が、平成22
年度から1カ月延長され、11月15日から翌年3
月15日までになりました。
　なお、ほかの狩猟鳥獣の狩猟期
間は、従来どおり11月15日から
翌年2月15日までです。

伊勢建設高等職業能力開発校（☎23-5535）

　同校では、職業能力開発促進法に基づく県知事
の認定を受け、職業訓練を実施しています。
訓練科目　木造建築科
訓練日時　4月～平成26年3月の毎週水曜日
　　　　　午前8時45分～午後5時15分
訓練内容　建築に必要な学科教習・実技訓練
申し込み　3月22日(火)までに同校へ

職業能力開発校の訓練生を募集

公共職業訓練生を募集
独立行政法人雇用・能力開発機構
南伊勢職業能力開発促進センター（☎37-3121）

講演会「7カ国語で話そう」
ヒッポファミリークラブ・
辻さん（☎22-8401）
とき／ 2月22日(火)・午前10
時～正午、2月26日（土）・午
後2時～ 4時　ところ／生涯学
習センターいせトピア　内容／
講演「7カ国語で話そう」、地域
国際交流活動の報告　申し込み
／事前に同クラブへ
※託児できます。（要予約）

セント・パトリックスデー・
パレード伊勢
ＩＮＪ三重支部・河口さん
（☎27-3222）
とき／ 3月5日(土)、午後0時
30分～ 3時30分　ところ／外
宮～伊勢市駅前広場～外宮前広
場　内容／アイルランドのシン
ボルカラー｢緑｣の物を身に着け
てパレードをした後、アイリッ
シュダンス・音楽演奏などを行
います
※午前11時～午後0時30分
　に、外宮前広場でオイスター
　フェスティバルを開催し、焼
　きガキの振る舞いやカキむき
　体験などを行います。

司法書士による
無料相談会
三重県司法書士会伊勢支部・
中北さん（☎36-5568）
とき／ 2月 19日 (土 )、午前
10時～午後3時　ところ／生
涯学習センターいせトピア・2
階学習室2　内容／不動産登
記、商業登記、自己破産・調停・
個人再生手続き、法律扶助の
方法、裁判所への提出書類の
作成などに関する相談

対　　象　再就職を希望し、公共職業安定所に求
　　　　　職申し込みをしている人
訓練科目　金属加工科
訓練日時　4月5日(火) ～ 9月28日(水)
　　　　　午前9時20分～午後3時40分
　　　　　（土曜日・日曜日・祝日を除く）
訓練内容　溶接・金属加工についての技能を習得
　　　　　します
※2月23日(水)・3月2日(水)、午前9時30分
　から、説明会を開催します。

農業者戸別所得補償対策制度説明会

　平成23年度から「農業者戸別所得補償対策制度」が本格実施されます。
この制度は、農業経営の安定と国内生産力の確保のため、今後の農業政
策の基盤となる制度です。
　農家の皆さんを対象に、次のとおり説明会を開催します。
とき・ところ　下表のとおり
内　　容　「農業者戸別所得補償対策制度の本格実施」「平成23年水稲作
　　　　　付面積目標配分」「水稲生産実施計画書及び兼水稲共済細目書     
               異動申告票」についての説明

農林水産課内・伊勢市水田農業推進協議会事務局（☎22-0370）

と　き ところ 対象地区

２月 14日（月）

19：00～

生涯学習センターいせトピア 旧伊勢市本庁管内、
四郷、神社、大湊、浜郷

２月 15日（火） JA伊勢豊浜支店 豊浜
２月 16日（水） 小俣図書館 小俣
２月 17日（木） JA伊勢城田支店 城田
２月 18日（金） 北浜地区コミュニティセンター 北浜
２月 19日（土） 13：30～ 佐八小学校・体育館 宮本、沼木
２月 21日（月）

19：00～
ハートプラザみその 御薗

２月 22日（火） 二見町老人福祉センター 二見

びな

ひとえ

ろのぎょくろ

たなせんちゃ

しまい

こうぶくちゃ

かいわらじんりゅう

まいばやし
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　ウォーキングの習慣は、肥満
や生活習慣病の予防のほか、
若々しい体づくりやストレス
解消の効果があります。楽しく
歩き、習慣化を目指しましょう。
と　　き　3月11日(金)、午前9時30分～正午
と こ ろ　中央保健センター
対　　象　市内在住の人
内　　容　ウォーキング（雨天の場合は室内運動）、

歩き方の講習
講　　師　小木曽一之さん（皇學館大学教育学部教

授）
定　　員　60人程度
持 ち 物　運動のできる服装・靴、飲み物、歩数計

（持っている人）
申し込み　電話またはファクスで同課へ
予算額〔平成22年度〕　4万5千円（2回分）

と　　き　2月26日(土)、午前9時30分～正午
と こ ろ　ハートプラザみその・栄養指導室
対　　象　市内在住の家族2人（父親と母親、保護

者1人と子ども1人など）
内　　容　「ひな祭り」にちなんだ料理作り
定　　員　20組（先着順）
持 ち 物　エプロン、三角巾
申し込み　2月16日(水)・午前8時30分から、

電話で同課へ

健康の日における啓発事業
ウォーキング大会
健康課（☎27-2435、FAX21-0683）

ファミリー料理（ひな祭り）教室
市民交流課（☎21-5513）

障がいに関するアンケート
調査結果の公表
～集まった声をみんなで共有するために～

伊勢市地域自立支援協議会では、障がい者の皆
さんのニーズ（需要）を把握するためのアンケート
調査を実施しました。
その結果を公表し、課題を共有するとともに、
みんなで何ができるかを考えるための講演会を開
催します。
と　　き　3月4日(金)、①午後1時30分～・②午後

2時30分～
と こ ろ　ハートプラザみその・多目的ホール
内　　容　①アンケート調査結果の公表・課題の　

共有、②講演会（講師：北野誠一さん　
〔関西地域支援研究機構代表、障がい
者制度改革推進会議構成員〕）

障がい福祉課（☎21-5558）
障害者相談支援センター「ブレス」（☎20-6525）

平成23年度  身体障害者デイサービス

3月5日（土）～31日（木）　9:00～16:30
（月曜日〔祝日の場合は翌日〕を除く）
尾崎咢堂記念館企画展
尾崎咢堂記念館と地域
ところ：尾崎咢堂記念館
入館料：大人100円、小・中学生・高校生80円
問い合わせ：尾崎咢堂記念館（☎22-3198）

2月20日（日）　9:00 ～
美し国三重市町対抗駅伝
ところ：県庁前（津市）～県営総合競技場
問い合わせ：生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

3月1日（火）　19:30 ～ 21:00
一日健康ウォーキング （いせトピアコース）
集合場所：市役所前
保険料：10円
問い合わせ：生涯学習・スポーツ課（☎22-7891）

イベントカレンダーイベントカレンダー このコーナーに掲載しているイベントは、市が主催・共催する
ものです。詳しくは、担当部署へ問い合わせてください。

保育士を募集
こども課（☎21-5579）

　市では、市立保育所の保育士（嘱託職員）を募集
しています。
対　　象　保育士登録をされている、または指定
　　　　　保育士養成施設を卒業見込みの人で、
　　　　　保育士として就労を希望する人
申し込み　ハローワーク伊勢を通じて申し込んで
　　　　　ください
※市内の私立保育所の保育士募集については、各
　保育所へ問い合わせてください。

社会福祉協議会伊勢支所（☎27-2425、FAX27-2412）

教室名・とき　下表のとおり
と こ ろ　福祉健康センター
対　　象　身体障害者手帳と障害福祉サービス受給者証（地域活動

支援センター決定分）を持っている人
　　　　　※障害福祉サービス受給者証（地域活動支援センター決定
　　　　　　分）を持っていない人は、障がい福祉課（☎21-5558、
　　　　　　FAX21-5555）で交付を受けてください。
受 講 料　1回につき125円（別途教材費が必要）
　　　　　※所得によっては、受講料が無料となる場合があります。
申し込み　同協議会同支所へ

うま

※参加希望者が５人以下の教室は、開催できない場合があります。
※講師の都合などにより、日程を変更する場合があります。

教室名 と　き 回数 備考
カローリング 第４金曜日 13：30～15：00 12回
生け花 第３土曜日 10：00～12：00 12回
かんたんお菓子作り 第３土曜日 13：00～15：00 12回
フラダンス 偶数月の第２金曜日 13：00～14：30 6回 新規
ちぎり絵 第１土曜日 10：00～12：00 12回
筆ペン 第４木曜日 13：30～15：30 12回
絵手紙 第２木曜日 13：00～15：00 12回

パソコン（肢体不自由者）

第１・３火曜日 13：00～15：00 24回
第２・４火曜日 13：00～15：00 24回
第１・３金曜日 13：00～15：00 24回 初心者対象
第２・４金曜日 13：00～15：00 24回
第１・３水曜日 13：00～15：00 24回

パソコン（聴覚障がい者） 第２・４土曜日 10：00～12：00 24回
パソコン（視覚障がい者） 第１・３木曜日 13：00～15：00 24回
やさしい保健体操 第２・４水曜日 13：00～14：30 24回

園芸 ５月・6月・11月
（日程は未定） 13：00～15：00 3回 新規


