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文化教室に入って充実した日々を過ごしませんか。見学や受講のお申し込み・お問い合わせは各教室の講師まで。

文化教室 新規受講生募集
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新川文化ホールで文化教室を開講しませんか。開講のお問い合わせは 新川文化ホール ☎0765-23-1123まで

※2021年2月12日（金）現在の情報です。一部内容が変更することがあります。
　詳しくは各教室へお問合せ下さい。

入会金2,00 0円
月謝2 ,00 0円
材料費実費

龍生派いけばな教室
水曜（月2回）13：00～16：00

龍生派富山支部 顧問
富山県華道連合会副理事長

連絡先 090-2371-7083
川合 史光

入会金なし
月謝2,000円
材料費実費

池坊いけ花教室
金曜（月2回）14：00～20：00

池坊富山支部 運営委員

連絡先 076-421-8816
椎名 和子

入会金なし
１回1,500円
材料費実費

押し花教室
月曜（月2回）13：30～16：00

花ふしぎな花倶楽部
インストラクター

連絡先 0765-24-6938
髙木 智香子

入会金なし
月謝1,000円
材料費3,000円～

フラワーアレンジメント&プリザーブドフラワー教室
水曜（月2～3回）13：00～16：00

フラワーアレンジメント
インストラクター

連絡先 080-3044-9240
荒木寧子

入会金3,000円
月謝5,000円
材料費実費

書道教室
月曜（月3回）19：00～21：00

富山県書道連盟常任相談役

連絡先 0765-24-3312
経澤 菁汀

入会金3,000円
月謝5,000円
材料費実費

大愛魚苑
かな書道教室
木曜（月3回）18：30～20：30

日展作家、読売書法会理事

連絡先 090-7740-9329
大愛 魚苑

入会金3,500円
月謝(大人)4,400円
　　(子供)3,300円
材料費 筆記用具 実費

公文書写新川文化ホール教室
木曜（月4回）14：00～18：00

連絡先 090-7598-0774
島　綾

入会金なし
1回：2,250円
材料費 なし

己書 み楽寿道場
月曜（第1）13：30～15：30
月曜（第3）18：30～20：30

一般社団法人
日本己書道場道場上席師範

連絡先 090-9440-2345
柴垣 美穂

入会金なし
月謝4,400円
材料費実費

トールペイント教室
月曜（第1・3）13：00～15：00

アトリエハートローズ主宰

連絡先 076-421-5782
村橋 祥子

入会金2,000円
月謝1回60分～1,000円～
材料費なし

パソコン水彩画教室
木曜（月4回）
9：00～12：00

電彩アート富山支部代表

連絡先 080-6359-4450
魚住 達朗

入会金なし
月謝4,400円
材料費実費

カルトナージュ教室
月曜（第1・3）10：00～12：00

アトリエハートローズ主宰

夢ロゴアート
インストラクター

連絡先 076-421-5782
村橋 祥子

入会金なし
月謝2,500円～
材料費なし

Goody オトナの英会話教室

連絡先 090-2039-0723
齊藤 洋志

入会金なし
月謝2,750円
材料費
初回のみ21,600円

夢ロゴアート教室
金曜（月1回）13：00～15：00

連絡先 090-8960-1921
渡瀬 千夏

入会金なし
月謝1,000円
材料費色紙サイズから
1,000円～

しゅんこうの和紙ちぎり絵教室
木曜（第2・4）9：30～11：30

(公財)日本和紙ちぎり絵協会
特待会員 しゅんこう認定講師

連絡先 090-9446-7301
山本 芳子

入会金10,000円
月謝6,000円
材料費実費

仏像彫刻・木彫刻教室
土曜（月2回）13：00～16：00

連絡先 0765-24-5906
山田 侊明

月曜（月2回）Cozy class 13：40～15：30
Cheerful class 15：00～16：50

水曜（月2回）  18：00～19：40
Funny class 19：20～21：00

文化教室を新たに開講される方を募集しています!!

入会金なし
月謝3,000円
材料費なし

ホール・デ・コーラス
月曜（月4～5回）19：30～21：00

連絡先 0765-22-2560

森清 篤実
松崎 加代子

入会金2,750円
月謝2,700円
教材費別途

オカリナクラブ
金曜（第1・3）13：20～16:30

連絡先 076-483-2333
大江 佑実佳

入会金1,100円
月謝3,300円
材料費(年間) 約700円

エンジョイ ウクレレ教室
入門・初級コース
水曜（月2回）13：00～16：00
土曜（月2回）9：00～12：00

ハワイアンバンド パームブリーズ
富山ハワイアン協会副会長

連絡先 090-7080-1177
布村　護

入会金等 HP(http://roots7.web.fc2.com）をご覧下さい

Roots ドラムスクール
土曜（月2回）16：00～19：00

ドラム講師

連絡先 080-3158-7273
坂木 優貴

入会金なし 
（準備物有、テキスト等）
月謝7,000円～
材料費 半年毎に1,000円
※楽器使用希望者のみ

やさしい箏・三味線教室
月曜(月2回)17:00～20:00

生田流箏曲・地歌三味線・
十七絃講師

連絡先090-2036-8041

澤田 陽子(雅楽暢)

入会金なし
月謝10,000円 

藤間松山日舞教室
木曜（月4回）14：00～19：00

富山県日舞協会理事長
家元藤間流師範・華桧会会主

連絡先 0765-24-1587
藤間 松山

入会金なし　月謝一般7,700円　学生6,600円
材料費 2,000円（テキスト代）

アコースティックギター教室
初めての方でも安心 ギタリスト・ギター講師

連絡先 080-3848-6939
北井 大貴

入会金2,000円
月謝 7,400円～
（クラスにより異なる）

WOZ ミュージカルスクール
日曜（月2回）17：00～21：00

連絡先 0765-22-4884

森内 ゆう子
中易 百恵
山西 三香子

入会金10,000円
月謝6,500円

ジュニアモダンバレエ教室
月曜（月4回）17：00～20：00

可西舞踊研究所

連絡先 0766-24-1170
古井 晴香

入会金2,000円
月謝5,500円

美しくなるための
バレエエクササイズ
月曜（月4回）20：00～21：00

可西舞踊研究所

連絡先 0766-24-1170
横田ほの華

入会金なし
１回1,100円

動きやすい服装・飲み物・ヨーガマット必要

ゆったり すっきりヨーガ・セラピー教室
水曜（月4回）19：30～21：00

sVYASAインド中央政府公認
ヨーガ・セラピスト

連絡先 shanti.yoga.therapy@gmail.com
佐藤 亜紀

入会金なし
月謝各4,000円

フラダンス教室
金曜（月2回）10：00～16：00
土曜（月2回） 9：00～12：00 連絡先 090-8748-7053

廻谷 なを子

入会金なし
月謝 水曜3,000円
　　 土曜1,500円

フラダンス教室
水曜・土曜
水曜（月2回）19：30～21：00
土曜（月1回）10：00～11：30

フラ・ハーラウ・プア・オヒア・ヴァイリウラー主宰

連絡先 090-4680-6529
リコ・リーハウ・メレ 佳永子

入会金1,000円
月謝4,000円
材料費 初回のみ4,350円

NPO法人ステップ21
健康体操・ダンス教室
金曜（月4回）19：30～21：00

NPO法人ステップ21
健康体操インストラクター

連絡先 080-3046-4057
松本 美津子

材料費
ライアー教室
レンタル楽器料1回 1,100円　

入会金なし
リトミック 1回 2,200円
ライアー 1回 2,750円

音脳メソッド音育児教室 ライヤー（竪琴）教室
金曜（月2回）10：00～12：00

(社)日本音楽脳育協会 正会員
ライアー響会会員

連絡先 090-1395-5616
pianoroomkana@gmail.com

中島 美奈 onoremira10@gmail.com


