2016年

学びの館 たんがく楽館

３月号

NPO法人 たんがく

受講生募集

〒830-0055

久留米市上津1-23-10
電話: 0942-65-9891
FAX: 0942-65-9895
URL: http://tangaku.jp

申し込み締切日：２月２８（火）

知って得する認知症予防教室

美婆会（びーばーかい）

認知症にならないようにする
為のコツ等を紹介します。

美婆会で歌って、楽しいひと時を。発表会も
たくさん計画しています。
開催日：毎月第2,3,4水曜日(10：00～12：00)
3月8日,15日,22日、29日
受講料：1500円（毎月）

講師：大牟田白川病院 猿渡
進平さん、久留米市南包括支
援センター
開催日：3月9日木曜日(14：00～15：30)
受講料：無料 （スイーツ代 100円）

おいしいコーヒーの淹れ方教室

ウクレレ教室
ウクレレが初めての方も
やさしく学べます。
※ウクレレは各自でご準備
をお願いいたします。

淹れ方のコツを覚えてご家庭
でもおいしい一杯を。コー
ヒータイムを満喫しましょう。
パウンドケーキ付きです。
(3回連続講座)

講 師：二宮啓克 さん
開催日：毎月第2,4水曜日
3月8日,22日
(12：00～13：00)
受講料：500円/1回

講 師：井上 治 さん
開催日：毎月第1月曜日
3月6日
(10：00～12：00)
受講料：500円/1回（材料代込）

お写経教室

絵手紙教室
お写経で、心の安らぎを。
脳の活性化にも役立つといわ
れています。
※小筆をご持参ください。
講 師：齋藤 康子 さん
開催日：毎月第2火曜日
3月14日
(13：30～14：30)
受講料：500円/1回（材料代込）

学びの館 たんがく楽館
久留米市上津1-23-10

受付時間

10：00～17：00

真心のこもった絵手紙で、や
さしい気持ちを伝えてみませ
んか。
講 師：原典子 さん
開催日：毎月第3月曜日
３月のみ3月27日
(10：00～11：30)
受講料：500円/1回
(必要な用具代は別途）

TEL：0942-65-9891
FAX：0942-65-9895
URL: http://tangaku.jp

各講座のご予約は、FAXにてお申込みください。裏面のFAX送信票をご利用ください。
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学びの館 たんがく楽館 （たんがくの家 本家 地域交流室）お問合せTEL : 0942-65-9891

※都合により変更になることもあります

イベント

手づくり味噌教室開催

イベント

3月9日(木）
知って得する認知症予防教室

昆布だしで作るおいしい“手づくり味噌”
最終回の今回は、街ぐるみで認知症の人
が安心して暮らしつづけられる地域づく
りをめざして活動されている大牟田

自分で作ってみませんか。
＜開催日＞
3月2日（木）
(13：30～15：00)
<講師>浮羽市 彌吉醤油
<参加費・材料代> 味噌

さん
5ｋｇ：1650円
10ｋｇ：3090円
<持って来るもの>エプロン、味噌を入れる容器（漬物
おけのようなもの）、タオル

イベント

（日）

箪笥で眠っている着
物で小物作り

タンスの中で眠っている着物で小物づくりをしてみま
せんか？もう着なくなったものをステキなあんなもの
やこんなものへ変身されちゃいましょう！
<講師>

姫野友枝さん

<開催日> 平成２９年３月２３日(木）

募集

教室

１０時～１１時３０分

4月予告

陶芸教室

• 1回の講座で1作品を作りま
す。いろんな作品に挑戦して
みませんか。用具は必要あ
りません。
※エプロンをご持参ください。

• 講 師：吉永 滋 さん
• 開催日：毎月第1金曜日
•
4月7日
•
(10：00～11：30)
• 受講料：1,500円/1回

白川病院の猿渡さんを
お招きします。

参加者の声
・心静かにお写経をしてます。何も考えない時間
も大切ですね。
・下手でいいと言われながら絵手紙を習ってます。
来年の年賀状は絵手紙で出そうかな？
・目からウロコの美味しいコーヒーの淹れ方教室
に行ってます。ほんとに自分で喫茶店の様な美味
しいコーヒーが淹れれますよ！
・自分が使う器を作っています。焼きあがってく
るとまた別のものの様に立派なものができます。

募集

たんがくギャラリー
作品募集！

たんがく楽館では、地域交流室の展示物
を募集しています。絵画、書、陶芸など、
皆さまの作品を飾りませんか？
ご希望の方は、
☎ 0942-65-9891
までお問合せください。

学びの館 たんがく楽館 （たんがくの家 本家 地域交流室） お問合せTEL : 0942-65-9891

講座申し込み FAX送信票
申し込み締切日：2月28日（火）

FAX 0942-65-9895
上記FAX番号にこの用紙を送信してください
（日）
( ﾌﾘｶﾞﾅ )

切り取り線（
こちらを切り取って送信してください）

お

名

前

〒
ご

住

所

お 電 話 番 号

申し込み講座
募集

美婆会

【希望の講座に○をつけてください】
手作り味噌つくり教室
5Ｋg / 10KG

ウクレレ教室

おいしいコーヒーの
淹れ方教室

お写経教室

絵手紙教室

知って得する認知症
予防教室

箪笥で眠っている着物で
小物つくり教室

学びの館 たんがく楽館 （開催場所：たんがくの家 本家 地域交流室）
お問合せTEL : 0942-65-9891

