
学びの館 たんがく楽館 2018年 7月号 

奈良漬け作り教室 つけもの教室 

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 

お漬物を作って夏を乗り切りましょう。 
 
講師：梶原 良恵さん 
 
開催日：7月５日（木） 
    (10：00～11：30) 
 
受講料：５００円 

開催日：毎月第2,3,4,5水曜日(10：00～12：00)  
    7月11日、18日、25日 
受講料：1500円（毎月） 

※申し込み締切日：6月29日（金） 

パン・ケーキ・ピザ作り教室 
 
 

月曜喫茶（おいしいコーヒー） 
 

講師：元永 佳代子さん 
開催日：７月３０日（月） 
（10：00～11:30） 
受講料：５００円 

講   師：マスター(井上 治さん) 
開催日：７月９日（月） 
            （10：00～12:00) 
受講料：500円/1回（材料代込） 

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。（第2月曜：3ヶ月間限定） 
※最終月です。 

手作りの奈良漬け
で食卓を囲みませ
んか。 

講 師：緒方 正弘さん 
 
開催日：７月２３日（月） 
    (10：00～12：00) 
 
受講料：５００円 

今回はパンを作ります。親子での
ご参加などお待ちしてます。 

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!! 

講師：姫野 友枝さん 
開催日：７月１９日（木） 
（10：00～11:30） 
受講料：500円（材料代込） 
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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 7 月 

※都合により変更になることもあります    
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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 【希望の講座に○をつけてください】 

月曜喫茶 
（おいしいコーヒー） 

美婆会 

つけもの教室 
 
奈良漬作り教室 
 

小物作り教室 
パン・ケーキ・ピザ教室 
 

申し込み締切日：６月29日（木） 

※当法人がお客様からお預かりした個人情報は、当法人の正当な事業の範囲内で利用致し
ます。当法人での個人情報の利用目的は、受講者管理業務管理、各種情報の提供、各種案
内送付等とさせていただいております。 
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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 

  
    

（日） 

募 集 

7月 つけもの教室 
 

教室 

 
 

 

 

教室 

予告 

白菜や大根などお漬物の作り方を先生が
優しく丁寧に教えてくださいます。 
 
<講 師>梶原 良恵さん 
<開催日> ７月５日（木） 
<受講料>５００円 

教室 

   7月 奈良漬け作り 

ご飯のお供に、お酒のおつまみにいかがです
か。ご自分で作った奈良漬けを食べて、元気
になりましょう。  

<講 師> 緒方 正弘さん  
<開催日> ７月２３日（月） 
      １０時～１１時半 
<受講料> ５００円 

7月 おいしいコーヒーの 
    淹れ方教室 

7月9日（月）コーヒーの淹れ方教室が始まりま
す。※3ヶ月連続講座。（５，６，７月の開催
予定です。）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？ 

<講 師> 井上 治さん 

<開催日> ７月９日(月） 

      １０時～１２時 

＜受講料＞ ５００円 

 

お知らせ 

教室 7月 パン・ケーキ・ピザ教室 

今回はパンを作ります。夏休み中のお子
さん、ご家族での参加、お友達との参加
などお待ちしております。 
<講 師> 元永 佳代子さん 
<開催日> ７月３０日（月） 
      １０時～１１時半 
<受講料> ５００円 

新しい催し物続々！ 

たんがく楽館では、６月より新しい講座・教
室・イベントを開催します。どなたでもご参
加は可能ですので、お越しください！ 

また、こんな教室があったらいいな、や私が
講師をやります！なども受け付けております
ので、たんがく事務局までお問い合わせくだ
さい。 

お問い合わせ先：０９４２-６５-９８９１ 

8月 お料理教室 
    開催予定！ 
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