
●森の家展示場会場 熊谷市中央3-2   TEL.048-527-8181

子どもから高齢者まで性別問わず。　持ち物：タオル、筆記用具

写真教室
写真教室
～カメラの機能と設定・操作・撮影～

及川　剋見 会員1000円／一般1100円

及川　剋見 会員1000円／一般1100円

無し 月1回

無し 月1回
カメラの機能説明と花、風景、スナップ写真の撮り方

『写真教室』受講者 限定講座

カメラ持参

長谷川俊子 会員1000円／一般1100円
小物作り エプロン・古タオル持参

カメラ・取扱説明書持参

第1木曜日

第3金曜日 13:00～15:00

13:00～15:00

住まいの作り方教室 田村　栄一 会員500円／一般600円 無し
後悔しないための住まいづくりのコツ教えます お問合せ・お申込みは048-527-8181（森の家展示場 水曜定休）

井上司 水彩画教室 井上　司 会員1500円／一般1600円
透明水彩の描き方 画材持参　

井上　司 会員1500円／一般1600円 月2回

月2回

月2回

月2回
パステルを使っての描き方

画材自由（色えんぴつ、パステル、水彩）の描き方

画材持参井上司 パステル画
井上司 絵画教室

10:00～12:00

月1回

第1土曜日

①

②

第1月曜日
第3月曜日
第2土曜日
第4土曜日

10:00～12:00

13:00～15:00
10:00～12:00

ご要望に応じて日時の相談を承ります

吉田　　功 会員2000円／一般2100円 別途 偶数月1回
カメラ、筆記用具 持参

第2日曜日
初級、中級、上級のレベルに合わせて指導

別途

月3回
作りたいものを相談しながら作っていきましょう 編み物用具持参（お持ちでない方は相談）

筆ペン（お持ちの方）

筆記用具・飲み物

動きやすい服装・飲み物・タオル

パステル（お持ちの方のみ）

100円

100円

井上　司 会員1500円／一般1600円
画材持参　

月2回100円

無し
クラシックギター（お持ちでない方は講師に相談）

並木　京子 会員1500円／一般1600円
癒しの音色を奏でましょう

13:00～15:00テキスト代別途

テキスト代別途

月1回
フルート（お持ちでない方は講師に相談）

第4日曜日会員2000円／一般2100円
フルートで素敵な音を奏でましょう

鈴木　誠治

はじめてのオカリナ
Aroma&Herbクラフト教室

伊藤明日香 会員1500円／一般1600円
オカリナを吹きましょう オカリナアルトC管・譜面台・筆記用具持参。

月2回

フラワーアレンジメント＆
ブーケ教室

岩間　京子 会員1000円／一般1100円 初回2000円 以降1500円
ブーケ・アレンジの作り方、カゴ寄せアレンジ

オリジナルアロマグッズ作りに挑戦

はさみ・エプロン・筆記用具持参

ご要望に応じて日時の相談を承ります

岩間　京子 会員1500円／一般1600円 1000円～

ご要望に応じて日時の相談を承ります

10:00～12:00

三井　敬子 会員1200円／一般1300円 月1回 第2木曜日 13:00～15:00

13:00～15:00

伝わる筆文字 会員1100円／一般1200円かみやま　ひろみ

保立　ゆり

神澤　實枝子

YUKA

トミー冨岡

ソープカービング

ハッピーフラライフ

ことば大好き朗読講座
ママのためのヨガ教室

指で描く！曼荼羅ワーク®
会員2000円／一般2100円

初めて体験 500円。　筆文字でメッセージを伝えてみませんか

初めて体験 1000円。フラダンスで体力アップ＆リフレッシュしましょう

ヌーベルカステルお持ちの方は200円引き。楽しみながら描きましょう

初めて体験 1500円。　専用ナイフで石けんの彫刻を楽しみましょう

トールペインティング・
ヨーロピアン

1000円程度～

フルート教室
10:00～12:00
13:00～15:30

①第1・3火曜日
②第2火曜・第4木曜

13:00～15:00
10:00～12:00

13:00～14:00
10:30～11:30

第1金曜日
第4月曜日 13:00～15:00

第1金曜日
第3金曜日 10:00～12:00

第2月曜日
第4火曜日 13:00～15:00

第1・３火曜日
第2・3･4火曜日

第1土曜日
第３土曜日

日本の伝統文化である長唄三味線に触れてみて下さい。 三味線

東音布施田千郁 会員2000円／一般2000円 月1回 13:00～15:00第3木曜日別途

声楽や歌謡曲とは違う日本独自の発声を楽しみましょう 楽譜・筆記用具

東音布施田千郁 会員2000円／一般2000円 月1回 15:30～17:30第3木曜日別途

模刻を通して仏像彫刻の研究を行う同好会です 彫刻刀と筆記用具熊谷円空仏同好会
長唄三味線教室
長唄教室
吉田功 写真教室
はじめての編み物
クラシックギター教室

筆記用具

素足になれる動きやすい服装、タオル、飲み物

第4日曜日月1回

無し 第1木曜日月1回

10:00～12:00

10:00～12:00松本友紀子(PONO)

会員2000円／一般2100円

会員2000円／一般2100円
無し（お持ちの方はヌーベルカステル）

無し 第3土曜日月1回

無し
パステリア書 会員2000円／一般2100円かみやま　ひろみ

優しいパステルとインテリア書のアート

読むこと、語ることで滑舌を鍛え若さを保ちましょう

初めて体験500円。お子様連れ大歓迎！ヨガでリフレッシュしましょう

第4日曜日

第4木曜日

月1回

月1回

無し

無し

月2回無し

会員1000円／一般1100円

会員1000円／一般1100円

13:00～15:00

10:30～11:20

第2･4金曜日月2回別途

10:00～12:00第4木曜日無し会員1000円／一般1100円（顧問）高橋  石舟

休　講　中
休　講　中

※休館日…毎週水曜日、

　　　　　8月13日～16日、12月29日～31日

講　座　名
内　容 備　考

講　師 受講料（1回につき） 材料費 受講回数/月 開催日 時　間

●くまがや館会場 熊谷市筑波1-29 http://www.kumagayakan.net

お問合わせ・お申込みは 048-521-4625

熊谷
の情報発信基地 様々なコースを

ご用意しました。
お気軽に
ご参加ください！

2022年7月～12月までの予定

ご案内している講座は、各教室ごとに管理・運営を行っています。

講　座　名
内　容 備　考

講　師 受講料（1回につき） 材料費 受講回数/月 開催日 時　間

※注意事項

会場案内会場案内

カルチャースクール

講師募集
くまがや館グラブ

会員募集

登録
無料

『
く
ま

がや
ねっと』より

受講ご希望の方は3日前までにお電話でご予約下さい。

くまがや館

森の家北欧展示場

熊谷市筑波1-29
048-521-4625
営業時間：10：00～17：30 水曜定休　

熊谷市中央3-2
 048-527-8181
営業時間：
　平日11：00～16：00 
　土日10：00～17：00 水曜定休

入会すると全ての講座の
受講料が会員価格でご利用いただけ
ます。登録料・年会費無料。

開講ご希望の方は講座内容が
わかる資料をご持参のうえ、く
まがや館までお越しください。
審査のうえ、講師として開講し
ていただきます。

八木橋

←高崎 大宮→

熊谷女子高

R17藍屋

熊谷駅

北大通り 市役所

→

→


