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と、楽しいこと。ちょっと体験してみよう !

ダンス、日本の伝統文化、楽器、歌、アート、

クラフトなど。・・…27講座から、お好きなものを

選んでチャレンジ!一度やってみたかった文化

活動を体験できるチャンスで現

《ご応募の皆様へ》

今 llliの募集では、新型コロナウイルス感染症拡大 予防のんに中止になった昨年度の講座に中し込み

いただきました皆様を優先 してお ります。

その為、募集定員の後に 【欠員募集はあ りません】または 【欠員募集 は若干名】等nd載 されている

講 17i7・ があ りますので、予めご r承の 11ご応募 ください。

詳約1に ついては各団体又は文化協会事務局にお問い合わせ ください。

又、今後の感染状沙1に よっては、イベ ン トが延 jり1又 は中 I11に なる場合があ ります。詳利||に ついては

文化協会ホームベージでもご案内いた します。

主催 :NPO法人東久留米市文化協会

後援 :東久留米市

おとな たいけんじゅく
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囲碁は集中力を

養います !

【日時】3/20(土 )10時～12時

【会場】学習室5

【講師】富村栄治郎
【定員】子供 10名  *但 し欠員募集は若干名

【参加費】無料
【申込先】2030042東 久留米市八幡町1-8-17

富村栄治郎

【問い合せ】042-4750479/富 村

楽しくお花を
活けましょう !

【日時】子供 3/28(日 )10時～1

大人 3/28(日 )13時～1

【会場】子供学習室1・ 2 大人学

【講師】華道会会長 細川榮蓬

【定員】子供20名・大人10名
*但 し欠員募集は若干名

【参加費】子供600円 。大入700円
【申込先】203-0033東久留米市滝山5-29-18

細川栄蓬

【問い合せ】042473-3685/細 川

鹸聾輩醤筆
鋤
珊
設

大切な人に

絵手紙を
出そう !

3/20(土 )10時 -12日寺

学習室 1・ 2

國重暢

子供・親子・大人 計30名
*但 し欠員募集は約10名

【参加費】200円
【申込先】203-0054東久留米市中央町4-卜38

藤崎栄二

【問い合せ】080-9810-1878/藤 崎

和紙や色紙をカッター

で切つて貼つて作品を

作ります !

【日時】3/20(土 )10時～]2時

【会場】学習室4
【講師】ひばりきりえサークル海老沢照雄
【定員】子供15名

【参加費】200円
【申込先】203-0023東久留米市南沢3‐ 7‐ 9

石川 敬

【問い合せ】090-53420273/石 川

身近な品物を使つて、

君もマジシャンに

なれる !

【日時】3/13(土 )10時～12時

3/14(日 )10日寺～12日寺

【会場】学習室4・ 5

【講師】マジックBOX会員
【定員】子供 25名  *但 し欠員募集は若干名

【参加費】500円 (2日 間で)

【申込先】203-0052東久留米市幸町3-12-5
松沢 亮

【問い合せ】042-471-6022/松 沢

英語で歌つてみよう !

学年やレベルに合わせて
選曲します

【日時】3/20(土 )

13時-14日寺45分、15日寺15分-17日寺

【会場】学習室4
【講師】FMひがしくるめNAVlメアリージュン

(協 力/英語会連盟)

【定員】各回子供 。大人 計15名ずつ

【参加費】300円
【申込先】203-0054東 久留米市中央町2‐6-23

東久留米市文化協会「子どもと大人の体験塾英語」係

【問い合せ】042-477-4700/東 久留米市文化協会
090-22266077/メ アリージュン

楽しく演劇

やつてみよう !

最終日には

ホールで発表 !

【日時】3/6(土)15時～17時
3/14(日 )15日寺～17日寺
3/20(■ )15日寺～17時

【会場】ホール
【講師】演劇ひろば員喜志康壮 (マ キシヤスマサ)

【定員】子供・大人 計20名
【参加費】500円 (全 3回 )

【申込先】203-0054東 久留米市中央町1-18-19
員喜志康壮

【問い合せ】070-6468-3179/員 喜志
※出来るだけ、全日程にご参加下さい。

大人も子供も
お腹から声を
出して

朗読しよう !

【日時】3/13(土 )13時～]5時

【会場】学習室5

【講師】坂田千鶴
【定員】子供・大人計10名

【参加費】100円
【申込先】203-0011東久留米市大門町2-5-18

A-409/坂 田千鶴

【問い合せ】042-472-9604/坂 田

古典芸能
「南京玉すだれ」
を覚えよう !

【日時】3/13(土 )10時～ 1

3/14(日 )10時～1

【会場】学習室3

【講師】くるめ―芸会会長 田端六郎

【定員】子供・大人 計10名

【参加費】200円 (1回 でも2回でも)

【申込先1203-0033東久留米市滝山5-13-12
田端六郎

【問い合せ】042-473-2403/田 端

伝統芸能の日本舞踊を

踊つてみませんか !

着物に触れてみまんか !

【日時】3/14(日 )10時～12時

【会場】和室

【講師】舞踊連盟会長藤間英松
【定員】子供・大人計10名

【参加費】200円
【申込先】203-0043東久留米市下里7-8-10-404

藤間英松

【問い合せ】042474-4883/藤 間英松

タップの楽しさを

映画「座頭市」に ♪
出演の先生が

やさしく教えます !

【日時】3/17(水 )17時～17時45分

【会場】ジンドービルスタジオ
【講師】濱地正浩
【定員】子供。大人計8名

【参加費】300円
【申込先】203-0014東久留米市東本町15

ジンドービル4F(Cスタジオ)

【問い合せ】09015599857/神 藤



踊りの基本を ■

'劣雪ヒ万か!  |:
【日時】3/13(土 )13時～14時

【会場】さちこバレエスタジオ
【講師】高橋さち子
【定員】子供6名

【参加費】300円
【申込先】2030052東久留米市幸町3-5-3

高橋さち子(FAXで も可)

【問い合せ】0424745323/高 橋(FAX同 )

奎奎攣箋菱墓看:肇

バ レエを通 して

美 しい動きや

表現を学びます。 _
未来のバ レリーナ

集まれ !

【日時】3/13(土 )14時～15時

【会場】ジンドービルスタジオ
【講師】藤原チカ

【定員】子供・大人計8名

【参加費】300円
【申込先】2030014東久留米市東本町1-5

ジンドービル3F(Aス タジオ)/神藤寿男

【問い合せ】090-1559-9857/ネ 申藤

撃II:11鷲尚二|

踊る楽しさをバレエと
コンテンポラリー  _
ダンスを通して  il_.
体験してみましょう !

【日時】3/18(木 )18時 15分～19時半
【会場】ジンドービルスタジオ

【講自T】 ∨|le∨alkonen&ユウコヴァルコネン

【定員】子供・大人計8名

【参加費】300円
【申込先】2030014東久留米市東本町1-5

ジンドービル3F(A・ Bス タジオ)/神 藤寿男

【問い合せ】09015599857/神 藤

リズムにのつて

ダンスの楽しさを

味わいましょう !

【日時】3/13(土 )17時半～18時半
【会場】ジンドービルスタジオ
【講師】春原通子(ス ノ八ラミチコ)

【定員】子供。大人計8名

【参加費】300円
【申込先】203-0014東 久留米市東本町15

ジンドービル3F(Aス タジオ)/神 藤寿男

【問い合せ】09015599857/神 藤

尿痰(;1:詔哀

`:!ゴ

きっととりこに
なります。

【日時】3/14(日 )10時～11時

【会場】ジンドービルスタジオ
【講師】モツ、ゆうすけ、れいな
【定員】子供・大人計8名

【参加費】300円
【申込先】203-0014東 久留米市東本町1-5

ジンドービル4F(Bス タジオ)/神 藤寿男

【問い合せ】090-15599857/神 藤

初体験 |

再体験 !

フラで体感 !

GO toノ ワヽイ

【日時】3/6(土)10時～12時

【会場】音楽室
【講師】モハラフラ野村千枝子
【定員】大人15名

【参加費】300円
【申込先】203-0054東 久留米市中央町2148

レオマリエ野村

【問い合せ】090-9234-6447/野 村

親子で !お友達と !

ハワイを感 じて

楽 しいフラタイム !

【日時】3/13(土 )10時～12時   ■■

3/14(日 )10日寺～12日寺

提 之 :暑量女fttη 珊
【参加費】500円 (2日 間で)

【申込先】203-0044東久留米市lJ‐l窪 1-10-35
新野文子 (QRコ ードでメール申込が可)

【問い合せ】0904665-2167/新 野

バチの持ち方から

おはやしまで、

太鼓の楽しさを体験

【日時】3/14(日 )10時～13時

【会場】ホール

【講師】太鼓連盟楽鼓
【定員】子供・親子計30人

【参加費】500円
【申込先】talkooyako@yahoo cojp

FAX 042-479-4929

【問い合せ】090-9100-6485/井 上

数字譜で弾く「大正琴」で

♪キラキラ星♪

♪荒城の月♪を

弾いてみましょう|!

【日時】3/20(土 )10時～12時、
13日寺～14日寺、15日寺～16日寺

【会場】音楽室
【講師】東久留米大正琴の会和(な ごみ)会

主宰 樋口カツヱ
【定員】各回子供 。大人3～ 5名
【参加費】無料
【申込先】203-0033東 久留米市滝山卜9-14

樋ロカツヱ

【問い合せ】042-4740518/090-32123987/樋口

三味線で「さくら」を

弾いてみよう !

【日時】3/14(日 )10時～12時

【会場】音楽室

【講師】邦楽連盟三葉会野澤徹也
【定員】子供。大人計10名

【参加費】500円
【申込先】sahOkonozawa@gmai com

FAX 042-420-7141

【問い合せ】080-6519-6553/野 澤佐保子

【日時】3/14(日 )13時～15時
【会場】和室
【講師】邦楽連盟三葉会野澤佐保子
【定員】子供・大人計10名
【参加費】1000円
【申込先】sahokonOzawa@gmai com

FAX 042-420-7141

【問い合せ】08065196553/野 澤佐保子

お筆を演奏して
みよう !

【日時】3/20(土 )10時半～12時
3/20(L)13日 寺～14日寺半
3/20(■ )15日寺～16日寺半

【会場】和室
【講師】邦楽連盟瀬音の会 石井早苗
【定員】各回子供・大人 計12名ずつ
【参加費】1,000円
【申込先】kotoseOtO@hotmail cojp

TEL 042-439-8178
FAX 042-439-8179

【問い合せ1080-10926347/石井



i軽 に盆載作 りを

体験 [ノ てみ`ま [ノ よう。

本への愛着か

湧い
‐
できます |

【日時】3/13(土 )10時～1

【会場】創作室

【講師】盆栽愛好会 落合伊久雄

【定員】大人10名  IE´ ■ ■■||,F

【参加費】2,OOO円 (盆栽とttN代 )

【申込先】2030023東久留米市南沢48]6
原 直毅

【問い合せ】naokLharap@yahoo cojp
042-465-9400/1京

子どもと大人の体験塾

カフオケで

楽しく歌訴予 !

【日時】3/13(土 )13時～15時

【会場】音楽室
【講師】歌謡連盟の各会長菊池春江他
【定員】大人15名

【参加費】700円
【申込先】2030052東久留米市幸町2153

荒井実(FAXで も可)

【問い合せ】0424737844/荒 井 (FAX同 )
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【日日寺】3/14(日 )13日寺-15日寺

【会場】音楽室

【講師】ダンディーズ永澤麻衣子

【定員】大人10名

【参加費】200円
【申込先】2030042東久留米市八幡町1928

A306/酒 井健二(FAXで も可)

【問い合せ】0424722]43/酒 井(FAX同 )

罐

【会場】まろにえホール (生涯学習センター)他
【対象】子ども (小学生)と 18歳以上の大人
【内容】各講座の案内をご覧ください。

詳細については各団体にお問い合わせ ください。

お申し込み方法 国塑吻疵鶉躙珈饉咆贖鱚鱚鱚

①講座を選ぶ
1、 講座によって、対象が子 どものみ、大人のみの場合があります。
2、 7・2数の講座へお中し込みいただけますが、日時が同じ講座は申し込みできません。
3、 今回の 【茶道】の追加募集はありません。※表面 【ご応募の皆様へ】の注意事項をご覧ください.
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《参加当日の注意事項について》

受講当日、熱が高い (37.5度 以上)場合はお体みして ください。

ご来館時にはマスクの着用、手指の消毒等にご協力ください。体験塾修了後に感染が疑われる方が発生した

|     ことが分かった場合、保健所などの公的機関に必要な情報提供を行うことを予めご了承 ください。
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―
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東久留米市文化協会   匿

ド記の必要事項を書いて、官製ハガキ、ファクス、メールなどそれぞれ

指定の方法にてお申し込み ください。

(方法は講座によって異なります)

●申し込み時に書 くことがら。
l、 講座番号と講座名 2、 希望 H時  3、 受講者氏名
4、 年齢 (小学41の場合は学校名と学年 )

5、 連絡先住所  6、 十E話番号

鍔翻彗

6≧°9°‐XXχ‐xxxx

③受付確認
申し込みをした団体から、ハガキまたはメール等にて受付確認が届きます。

)%日 の持ち物や注意11項などをお知らせする場合もあります。

Ｘ０４２
蠅

NPO法人 東久留米市文化協会 事務局 丁EL・ FA -477…4700


