
【お問い合わせ】あやかりの杜　098-983-8060　（月曜休館）
【　受付方法　】お電話または窓口でお申し込みいただき、当日受講料をお支払いください。

あやかりの杜はみなさんの「学びたい 始めたい」を応援します！！

あやかりの杜だより６月号
〒901-2311　沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場1214 北中城村あやかりの杜
TEL:098-983-8060 / FAX:098-983-8090 　HP:http://www.ayakari.jp

２０２２年６月1日発行１５８号北中城村

土火 水 木 金

←午前クラス
←午後クラス

あやかりの杜 令和４年度 第２期講座受講生募集のお知らせ
※日程に変更がありましたら、館内掲示のチラシにてご報告いたします。

火-① 水-① 木-① 土-①割 割 割 割

 きもの着付教室
7/7-9/15 全10回
午前10時-11時30分
受講料:10,500円

   自彊術教室

　   （Aグループ）
7/6-9/21 全10回
午前9時-10時15分
 受講料:8,500円

和紙ちぎり絵教室
7/9.23.8/13.27.9/10.24
午前10時-11時30分 全6回 

受講料:6,500円
(教材費別1,080円̃)

楽しく健康作り
フラダンス講座
7/8-9/16 全10回
午前10時-11時15分
受講料:10,500円

金-① 割

  プラーナ・ヨーガ
 7/5-9/13 全10回
　午前9時30分-11時　
  受講料:10,500円

火-②

水-③

木-② 金-②

土-③

土-②

割

割 割

割

割

楽 琉球かれん教室
 7/13.27.8/24.9/14.28
 午前10時-11時30分 全5回 

 受講料:5,500円
 (教材費別1,500円)

　  スローヨガ
 7/9-9/17 全10回
午前10時-11時30分
 受講料:10,500円

  リラックス･ヨーガ
  7/9-9/17 全10回
午前10時15分-11時45分
   受講料:10,500円

     英会話 
7/8-9/16 全10回
午前10時-11時30分
 受講料:10,500円

水-② 割
自彊術教室
（Ｂグループ）
7/6-9/21 全10回

午前10時30分-11時45分
受講料:8,500円

　　　　楽しい
 　オカリナ教室(初級)
 7/5.19.8/2.16.9/6.20
午前10時30分-12時 全6回 
    受講料:10,500円

楽

火-④ 水-⑤ 木-⑤ 割割 割楽
楽

おとなの
三線教室(初級)
7/7-9/15 全10回
午後6時-7時15分
受講料:10,500円

　　　　楽しい
 　オカリナ教室(中級)
 7/5.19.8/2.16.9/6.20
 午後5時30分-7時 全6回 
    受講料:10,500円

　  美姿勢ヨガ
 7/6-9/21 全10回
  午後1時-2時30分
  受講料:10,500円

太極拳
7/8-9/16 全10回
午後7時30分-9時
受講料:10,500円

金-④

火-⑤ 水-⑥ 木-⑥

割

割割
楽

　おとなの
　三線教室(中級）
 7/5-9/13 全10回
  午後6時-7時15分
  受講料:10,500円

　　　 英会話 
　7/7-9/15 全10回
   午後7時-8時30分
   受講料:10,500円

火-⑥

火-⑦

木-⑦水-⑦

木-⑧ 割

割

割

楽
   おとなの陶芸教室
 7/7.21.8/4.18.9/1.15
午後7時-8時30分 全6回
   受講料:6,500円
   材料費:6,000円

 楽しい
　オカリナ教室(上級)
7/5.19.8/2.16.9/6.20

  午後7時-8時30分 全6回  
　受講料:10,500円

 おとなの
　三線教室(入門)
7/5-9/13 全10回
午後7時30分-8時45分
  受講料:10,500円

アーディー･ヨーガ
7/13-9/21 全10回
 午後7時30分-9時
 受講料:10,500円

おとなの
  三線教室(上級)
　7/7-9/15 全10回
 午後7時30分-8時45分
  受講料:10,500円

楽

割

楽 　おとなの陶芸教室
7/6.20.8/3.17.31.9/14
午後7時-8時30分 全6回
   受講料:6,500円    
   材料費:6,000円

割

火-⑧
  プラーナ・ヨーガ
 7/5-9/13 全10回
午後7時30分-8時45分　
  受講料:10,500円

火-③ 楽

　　　　楽しい
 　オカリナ教室(入門)
 7/5.19.8/2.16.9/6.20
午前9時-10時30分 全6回 
    受講料:10,500円

水墨画教室
（Ａクラス）
7/7.8/4.9/1

 午前10時-11時30分 全3回 
 受講料:3,500円

木-③
水墨画教室
（Ｂクラス）
7/21.8/18.9/15

 午前10時-11時30分 全3回 
 受講料:3,500円

木-④

割

割

金-③

【申し込み方法】

      かな書道教室 
 7/1.15.8/5.26.9/9.30 
 午前10時-11時30分 全6回
     受講料:6,500円

割

令和４年６月１５日（水）午前９時より
お電話もしくは窓口でお申し込みいただき、
開講日の３日前までに受講料を
お支払い下さい。
材料のある講座は、開講日の５日前まで。
TEL：098-983-8060 
※月曜休館

 
割→図書館カード提示で
　　　￥500割引あり！

※新型コロナウイルス感染防止対策により、
マスクの着用検温・入室の際の
アルコール消毒のご協力を
お願いいたします。なお、再度緊急事態
宣言等の状況によっては、
再自粛の可能性もございます。
何卒ご理解のほどお願いいたします。

楽→楽器レンタルあり

 織物教室
（Ａクラス）

 7/13.27.8/24.9/14.28
 午前10時-11時30分 全5回 

 受講料:5,500円

水-④ 割  織物教室
（Ｂクラス）

 7/14.28.8/25.9/8.22
 午前10時-11時30分 全5回 

 受講料:5,500円

初心者向けタブレット講座
 

iPadを日々の暮らしの中で利用できるようになるための
初心者向け講座です。
　

日　時：令和４年６月９日、１６日（木曜日）全２回講座
（Ａ）午後１時３０分～２時３０分
（Ｂ）午後３時～４時
　※ＡまたはＢいずれかのお時間をお選びください。

定　員：１５名　　　受講料：５００円
講　師：アドバイザー　知花麻衣子　氏
　

受　付：５月２７日（金）９時より

【内容】

（１日目）
・操作タッチ
・地図
・写真カメラ

（２日目）
・音声録音
・インターネット
・動画（YouTube）

 

荻道の當山さんより譲り受け、
あやかりの杜の

蓬莱鏡（ホウライカガミ）で
育てています♪

　
ソーシャルディスタンスを守って
蛹になっていて可愛い～♪

のキャンプ場ご利用ありがとうございました！

人気上昇のキャンプ♪ソロキャンプ・ファミリーキャンプ共に利用が多く賑やかです♪
ゴールデンウィークはあいにくのお天気でしたが、晴れの日にはたくさんの方の利用がありました(^ ^)

受付中


