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フォレストボックス作り教室

現代社会では[心のいやし]を求め

て、森の中を歩く森林セラピーが

全国でも人気を集めています。そ

んな小さな森を自分の手で作って

みませんか？材料の木の枝、こけ

等は、本物の木樹を特殊加工し７

～８年以上は腐食しないように作

られています。癒しの森づくりを、

ぜひ一緒にはじめてみませんか。

費 用 6,000円（月3日間）

受講日

詳しくは

HP

申込℡

時 間

お問合せ下さい

(相談に応じます。土・日可）

080-3224-3749 （矢野）

http://furusatonomori.com

「わたしのふる里宮崎」で検索

9時00分～16時00分の間

（1日 2時間×3日間）

スマホでも見れます

水彩画教室

時間を忘れて絵を書く楽しさ

を味わってみませんか？気軽

に扱える水彩絵の具で、身近

な花や食べ物、旅先の風景な

どを描いてみましょう！ 初

心者大歓迎です♪（見学可）

月2回 3,000円
（水彩画道具については応相談）

毎月第1・2・3・4木曜日

第1・3 10時00分～12時00分

第2・4 9時30分～11時30分

10名

随時受付中

090-8221-5189 （金丸）

受講料

受講日

時 間

締 切

申込℡

定 員

英語の読み書き、英検、

日常会話、海外旅行会話

を学びます。年1回テス

ト合格者のみ海外修学旅

行に参加できます。まず

は無料体験レッスンにお

越しください。

費 用

受講日

申込℡

時 間

毎週水曜日

090-3665-8366（岡崎）

17時00分～21時00分

※レベルやコースにより

時間が異なる

5,000～5,500円

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。インストラクターコース

では、ビジネス・副業を目標に行います。

コース

受講料

①３ヶ月体験ｺｰｽ（6回）

①21,000円/6回 （教材費込）

②一般ｺｰｽ（月2回）

②3,000円/月謝 （教材費別）

③ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｺｰｽ（月2回）

③4,300円/月謝 （教材費別）

毎月 第2・第4水曜日

13時00分～16時00分

随時受付中

TEL 090-8403-4998
FAX 0983-23-2311
代表者 佐藤友希

受講日

時 間

締 切

申込℡

ITによる世界のグローバル化。科

学のめざましい進歩、簡単に手に

入る情報の現代において布花作り

は非現実的な趣味の１つです。

ピッチの早い時の流れに乗りおく

れ一人遊びの中で完成させていく

布花。他の造花や生花にない不変

の布花は自分の生きた証でもあり

ます。まだ布花作りを経験された

事のない貴方。自分の花を咲かせ

てみませんか？

2,800円（材料費込）

7月15日（金）

7月12日（火）

090-9585-1879 （河野）

受講料

受講日

締 切

申込℡

15名定 員

ナイフ1本で気軽に作品

を作りあげることができ

る、カービング（彫刻）

を始めてみませんか？初

心者はソープ・カービン

グ（石けん）から始めま

す。目で見ても楽しめま

すしいい香りもするので

おすすめです。

費 用
体験 200円

各回2,000円

受講日

申込℡

時 間

8月5日（金）

0982-55-1116（支援機構）

①9時30分～②10時30分～

毎月第１水曜日

9時30分～12時00分

お問合せ下さい

090-7477-2500 （鈴木）

費 用

受講日

時 間

締 切

申込℡

毎月第１水曜日にビーズ教室を

開催中です。（但し、お休み日

がありますのでお問合せ下さ

い）ビーズ教室では、「認定

コース」もございます。（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）※完全予約制・個別指導

※スキル認定講座 同時募集中

ビーズ教室

定 員 10名

お問合せ下さい

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？

※入会は入門レベルの基礎知

識を要している方

受講料

22回：22,000円
※運営費として

別途2,500円程度必要

毎週金曜日

6ヶ月を1単位として

（昼）14時～15時30分

（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℡

太極拳教室

申込℡
0982-54-4897
日向市太極拳協会所属（小宮）

締 切 随時受付中

太極拳は老若男女の幅広い年齢層

の参加できる健康法です。体力に

合わせて、手軽に出来る生涯ス

ポーツです。太極拳の運動によっ

て、心肺機能が増進し、血液性状

が良好に保たれ、病気にかかりに

くく、また、かかっても回復が早

い体質に改善されます。日本武術

太極拳連盟の公認指導員有資格者

がご指導いたします。

定 員 20名

受講日 毎週木曜日

受講料 月額 2,000円

9時00～12時00分時 間

（一般社団法人 日向地区中小企業支援機構）

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。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。

受講料 各回1,000円

受講日

申込℡

締 切

時 間

毎週金曜日

随時受付中

090-7533-8945（黒木）

10時00～11時30分

聖和流空手道

南日向支部スポーツ少年団

幼児～一般生まで幅広い年齢で練

習しています。親子で一緒に初め

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）

受講日

申込℡

締 切

時 間

毎週金曜日

随時受付中

090-9486-6597

南日向支部支部局長（日吉）

①幼児・小学生

19時00分～20時00分

②中学・高校・一般生

19時00分～21時30分

当センターの施設を利用してビジネス

スキルアップ講座・カルチャー講座を

開催しませんか？他に展示会や社内

研修・面接会場としても施設の貸し出

しを行っております。施設見学につき

ましては、お気軽にお問合せ下さい。

新講座 企画を募集！

主な

活動

内容

・紙ヒコーキ製作補助

・ステージ昇降補助

・飛ばした飛行機の回収

・抽選会場サポート

・お仕事体験コーナーサポート

・物品販売サポート

10月9日（日）当センターにて第13回

技能まつりが開催されます。そこでボ

ランティアスタッフを募集します。興味

のある方は当機構までお問い合わせ

ください。0982-55-1116

※平成28年4月1日より技能センターから社名変更しました。

13時00分～15時00分時 間

技能まつりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集


