
幸運を呼ぶと言われるサン

キャッチャーを作ります。 

日の光があたると小さな虹

ができます。 

日向地区中小企業技能センター 
〒883-0062 日向市大字日知屋８０９７番地２ 

ＴＥＬ： 0982-55-1116   ＵＲＬ: http://hyugaginou.com 

  ↑至延岡市 

  

  
  

  

  

  

  
  

      

↓至高鍋町 

高鍋信用金庫 

ヤマダ電機 

文 富島中 日知屋小 塩見大橋 

ココ 号
線 

10 

たいえい橋 

                        

      
            

      

      

文 

自然の花や木から採れ

る香り物質（精油）を

使い、エアフレッシュ

ナーとハンドクリーム

を作ります。 

受講料 1,000円 （材料費込） 

15：30～16：30 

随時受付中 

受講日 

時 間 

定 員 

締 切 

申込℡ 

フラワー教室 

自由参加制なので月１回から 

でもＯＫです。体験教室あり 

ます。 

コース 

①アレンジメントフラワー 

②いけばな （現代風） 

③プリザーブドフラワー 

①3,300円/1回 （教材費込） 

②2,800円/1回 （教材費込） 

③4,300円/1回 （教材費込） 

①毎週火曜日 

②第2・4火曜日 

③第3火曜日 

午前：10時30分～12時 

午後：13時30分～15時 

随時受付中 

090-4586-5711 （田中） 

受講料 

受講日 

時 間 

締 切 

申込℡ 

韓国語講座 

「안녕하세요」 韓国が好きな方々 

が集まっています。 仲間がいる 

と楽しく学べますよ！一緒に楽し 

く学びませんか？ 初級クラスも 

回を重ねて上達!!入会希望の方は、 

ハングルが読める程度の能力必要。 

受講料 

23,000円（23回） 

 ※運営費として 

    別途3,000円程度必要 

毎週金曜日 

4/4～9/12（23回） 

中級（昼）14時～15時30分 

初級（夜）18時30分～20時 

随時受付中 

0982-54-2469（田中） 

受講日 

期 間 

時 間 

締 切 

申込℡ 

押し花教室 

3月12日（水曜日）説明会と無料体験

（10:00～15：00）をします。※花の 

色をそのまま残すことができます。絵 

心が無くても簡単に風景や花の作品が 

出来ます。インストラクター取得では 

今後の目標（ビジネス・副業） 

アートフラワー（布花）

自分の手から何かを生み出す事が

好き。布花のある生活を楽しみま

せんか？お花は心に豊かさと安ら

ぎをくれ、見る人の心に触れ、人

と人の心を結びます。初心者や未

経験の方でも準備・道具等一切い

らず。気軽にレッスンをお受け出

来ます。生花やドライフラワーに

ない「布花」の繊細さや哀愁が魅

力の１つです。 

2,800円（材料費込） 

3月14日（金） 

午後：13時～15時 

3月13日（木） 

0982-95-7010 （河野） 

受講料 

受講日 

時 間 

締 切 

申込℡ 

15名 定 員 

ビーズアクセサリー教室 

春の陽気に誘われて、お出か 

けの機会も多くなる季節です。 

春色ネックレスを手作りして 

みませんか？（工具類はこち 

らでご用意します。完成品を 

お持ち帰りいただけます。） 

 

 

受講料 2,800円（材料費込） 

3月28日（金） 

受講日 

時 間 

090-7477-2500（鈴木） 申込℡ 

定 員 

締 切 

４月２日（水） 

9時30分～12時 

4名 

ハワイアンフラダンス 

ハワイの美しい伝統舞踊のフ

ラダンス。軽快なハワイアン

の音楽に合わせ、足で簡単な

リズムを取りながら、両手で

物語を表現します。身体に無

理のない動きなので、子供か

ら年配の方にまで幅広い年齢

層の方々に、おススメのダン

スです。（無料体験受付中） 

受講料 月 2,500円 

無料体験：3月24日（月） 
（毎月第２・４月曜日） 

受講日 

19時30分～21時 

随時受付中 

090-8223-6931 （那須） 

時 間 

締 切 

申込℡ 

ヨガ教室 

カラダは、私たちが思っている以上

に、いろんな事を教えてくれます。

自分のカラダに向き合うことで、自

分のココロも心地よくなれます。春

は骨盤が開いてくる季節です。骨盤

がスムーズに開閉できるように矯正

して気持ちいいカラダをとり戻しま

しょう。ヨガはカラダが硬くても

OK！ しっかり効いています。続け

ることでココロとカラダの強さとし

なやかさが増していきます。 
 

各回 1,000円 

毎週金曜日 

10時～11時30分 

随時受付中 

090-7533-8945（黒木） 

受講料 

時 間 

締 切 

申込℡ 

受講日 

090-9602-8275（中野） 

4月15日（火） 

技能センターの施設を利用して
キャリアアップ講座や資格取得講
座、趣味･特技を活かした教室を開

いてみませんか？ 
 
レッスンプランなど独自で作って

頂き、施設使用料のみをお支払い
頂くシステムとなっています。 
 

募集講座の一例 
手芸・工芸・美術・書道・ダン
ス・エクササイズ・キッズスポー

ツ・音楽・趣味・語学 など 
 

申込の際は講座内容が分かる資料を
ご持参下さい。まずはお気軽にご連
絡ください。 

 

日向地区中小企業技能センター 

TEL:0982-55-1116 

❀おかげさまで技能センターは10周年❀ 

若干名 

コース 

①３ヶ月体験ｺｰｽ（6回） 

②一般ｺｰｽ（月2回） 

③ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｺｰｽ（月2回） 

①21,000円/6回 （教材費込） 

②3,000円/月 （教材費込） 

③4,300円/月 （教材費込） 

毎月 第2・第4水曜日 

午前13時～16時 

随時受付中 

TEL 090-8403-4998 

FAX 0983-23-2311 

代表者 佐藤友希 

受講料 

受講日 

時 間 

締 切 

申込℡ 

アロマグッズ作り 

サンキャッチャー作り 

13：30～14：30 

随時受付中 

受講日 

時 間 

定 員 

締 切 

申込℡ 090-9602-8275（中野） 

4月15日（火） 

若干名 

コース 

①ミニサンキャッチャー 

②ミラーボール小サイズ 

③ミラーボール大サイズ 

①500円 （教材費込） 

②1,000円 （教材費込） 

③２,300円 （教材費込） 

受講料 

幼児～一般生まで幅広い年齢で 

練習しています。親子で一緒に 

始めてみませんか？ 【礼儀】 

【忍耐力】【集中力】【精神力】 

を養いながら、健全な心と体を 

つくります。門下生募集中です。 

無料体験・見学随時行っており 

ます。お気軽にお尋ね下さい。 

受講料 
月3,000円 （スポーツ保険・ 

スポーツ少年団登録料込） 

①幼児・小学生  

 19：00～20：00 

②中学・高校・一般生 

 19：00～21：30 

随時受付中 

受講日 

時 間 

締 切 

申込℡ 
090-9486-6597 

南日向支部支部長 （日吉） 

毎週 水・金曜日 

聖和流空手道 

南日向支部スポーツ少年団 

初心者の方から資格取得の方ま

でマンツーマン形式でパソコン操

作を習得するレッスンです。持込

パソコンでも受講できます。パソコ

ン購入前の学習も大歓迎です。お

気軽にお問い合わせください。 

 

初心者向け 

パソコン個別レッスン 

受講料 
60分 2,200円 
※90分・120分の予約OK！ 

9：30～17：00 
※お好きな時間の先着予約制 

随時受付中 

受講日 

時 間 

締 切 

申込℡ 0982-55-1116（技能ｾﾝﾀｰ） 

５月1日～7月31日 
※土日祝日を除きます 

※予約制で日程は先着順 

※1日限りや毎週予約など可 

講師を募集します 


