
学びの館 たんがく楽館 2017年 9月号 

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。 

講 師：二宮 啓克さん 
開催日：毎月第2,3水曜日 
    9月13日,20日 
    (12：00～13：00) 
受講料：500円/1回 

お写経教室とお抹茶を立てる教室 

絵手紙教室 

美婆会（びーばーかい） 
 

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。 

学びの館 たんがく楽館 TEL：0942-65-9891 

久留米市上津1-23-10 受付時間 10：00～17：00 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。 

受 講 生 募 集  
NPO法人 たんがく 
 

〒830-0055 
久留米市上津1-23-10 
電話: 0942-65-9891 
FAX: 0942-65-9895  
URL: http://tangaku.jp 

FAX：0942-65-9895 

講   師：齋藤 康子さん 
開催日：毎月第2火曜日 
    9月12日 
            (13：30～14：30) 
受講料：500円/1回（材料代込） 

講 師：原 典子さん 
開催日：毎月第3月曜日 
            9月11日(先生の都合により） 
    (10：00～11：30) 
受講料：500円/1回 
    (必要な用具代は別途） 

開催日：毎月第2,3,4水曜日(10：00～12：00)  
    9月13日,20日,27日 
受講料：1500円（毎月） 

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。 
 

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。 

申し込み締切日：８月３１日（木） 

小物作り教室 
 
 

箪笥の中で眠っている着物で小物を作りませんか??
もう着なくなったものをステキなあんなものやこん
なものへ変身させちゃいましょう!! 

今回は≪巾着袋・ミニバッグ≫を作ります！！ 

講師：姫野 友枝さん 
開催日：9月21日（木） 
（10：00～11:30） 
受講料：500円（材料代込） 

脳とからだと心を元気にする体操教室 

最近体を動かしていますか?
体を動かせば脳も心も元気
になるそうです。先生を招
いての体操ですので、安心
して体が動かせます♪ 

講 師：南包括支援センター 
開催日：9月28日（木） 
    (10：00～11：30) 
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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 
    

たんがく楽館 講座カレンダー 9 月 

※都合により変更になることもあります    



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 
  
    

（日） 

募集 

FAX 0942-65-9895 

講座申し込み FAX送信票 

上記FAX番号にこの用紙を送信してください 

お 名 前 

( ﾌﾘｶﾞﾅ ) 

ご 住 所 

〒 

お 電 話 番 号 

申し込み講座・会 【希望の講座に○をつけてください】 

美婆会 
 
小物作り教室 

 

ウクレレ教室 絵手紙教室 

お写経とお抹茶のたてかた 
教室 

脳とからだとこころを 
元気にする体操教室 

申し込み締切日：８月３１日（木） 



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 

  
    

（日） 

10月予告 おいしいコーヒー
の淹れ方教室の再開♪ 

募 集 

たんがくギャラリー 
 作品募集！ 

 

教室 教室 
９月２１日 

小物つくり教室 

 

 

  

教室 

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。 

予告 10月予告 陶芸教室  

10月6日(金）、陶芸教室があります。道具は全てそ
ろっておりますので、エプロンだけご持参のうえ、
ご参加ください。2ヵ月に1度ですので、焼き上がり
は2ヵ月後です。初めての方でも先生が優しく指導し
てくださいますので楽しく陶芸ができますよ♪ 

<講師> 吉永 滋さん 

<開催日>１０月６日(金) 
     １０時～１１時３０分 

<受講料>１５００円（材料費込み） 

 

 今回はバッグインバッグできる小さなバッグ、小物
を入れる用の巾着袋を作ります♪先生が優しく、丁寧
に教えてくださいますので、苦手な方でも安心してご
参加いただけますよ。 

<講師>  姫野 友枝さん 

<開催日> ９月２１日(木） 

     １０時～１１時３０分 

  

 第４回 脳とからだと心を 

     元気にする体操教室 

『脳とからだと心を元気にする体操教室』を開催しま
す。 

毎月１回開催予定です。心とからだが元気になる体操
をして、みなさんも元気になってみませんか？ 

＜主催＞ 南包括支援センター 

<開催日> 平成２９年９月２８日(木） 

      １０時～１１時３０分 

１１月予定 
うどん打ち教室開催予定 

乞うご期待！ 

イベント 

 お休みさせていただいてたおいしいコーヒーの淹れ
方教室が再開いたします。３ヶ月間行います。（１０，
１１，１２月開催予定）おいしいコーヒーを淹れなが
らまったり過ごしませんか？お茶菓子もあります♪ 

<講師>  井上 治さん 

<開催日> １０月２日(月） 

     １０時～１２時 
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