Iide Children’ s Center for Nature Studies

飯豊少年自然 の 家
飯豊少年自然の家は、
生涯学習の新たな基地としてお子様から高齢者まで

「価値ある体験活動」を応援します。

生涯学習講座 新講座受講者募集
グ
背骨コンディショニン

師：背骨コンディショニング パーソナルトレーナー
菅悟（カンサトル）■受講料：2,160 円（税込）/月
■開催日：9/12
（水）
・28
（金）
、
10/12
（金）
・26
（金）
、
11/9
（金）
・16
（金）■時 間：19：00〜20：30
■開催場所：チャレンジ広場 ■定 員：15〜20名
（最低開講人数5名）■持ち物：お持ちであればヨガ
マット（無ければバスタオル）、長めのタオル、飲み物、
動きやすい服装 ■参加禁忌：妊娠中の方、医師より
運動制限の指示がある方（骨粗鬆症など）

門
香りを楽しむ講座 入

ガーデニング

■講

肩こり腰痛など・・カラダの不調にお悩みのあなたに
お知らせがあります！背骨の歪みを整えてカラダの
不調の改善を目指す運動プログラムを体感しません
か？ゆるめる・矯正する・筋力向上の３つの要素であ
なたのお悩みを解決いたします。

■講

■講

師：アロマスクール La ﬂeur主宰 金田 弘子

■受講料：1,080円（税込）/回 ■材料費：2,160円（税込）
■開催日：9/18
（火）、10/8
（月）、11/7（水）
■時
■定

間：10：00〜11：30 ■開催場所：研修室
員：10名（最低開講人数5名）■持ち物：なし

香りに興味のある方、心とからだを自然な形
でケアしたい方大歓迎です。一緒に精油の持
つ恵みを体験してみませんか？

師：有限会社花ショップポピー 代表取締役
齋藤憲幸 ■受講料：1,080円（税込）/回
■材料費：1,620円
（税込）/回
■開催日：10/27(土）
、11/25
（日）
■時 間：10：00〜11：30 ■開催場所：どろんこ広場
■定 員：20名
（最低開講人数5名）■持ち物：軍手
10月、こけ玉講習 植物の根をこけで包んだ癒しのイ
ンテリア作成。11月、寄せ植え講習 来春まで楽しめ
る花でプランターの寄せ植え作成。花や植物と触れ
合って、
癒しの時間を一緒に楽しんでみませんか？

ト
ボタニカルアー

いいで花の楽校
■講

■講

師：㈲ムスメヤ花店 横山千恵子
■受講料：2,160円
（税込）/月
■材料費：1,620円
（税込）/回
■開催日：9/13
（木）
・21（金）、10/8（月）
・22（月）、
■
11/6（火）、24（土）
（月2回） 時 間：10：00〜11：30
■開催場所：研修室 ■定 員：20名
（最低開講
人数5名）■持ち物：なし
お花に触れる からはじめてみませんか？ 日々の生活でちょっとだけ自
分で花を飾ることができたら・・。自分で育てた花を素敵に活けれたら・・・。
そんな憧れが叶う楽しい講座です。毎回、季節を感じるお花をご用意して
お待ちしております。小鳥のさえずりや風の音、豊かな自然を感じながら、
ゆったりとした特別な時間を一緒に過ごしましょう。

師：杉崎紀世彦先生・文子先生に師事 島貫 和子

■受講料：4,320円（税込）
/月

■材料費：初回のみ道具購入17,528円
（税込）
■開催日：9/5
（水）
・21
（金）、
10/12（金）
・24
（水）、

11/9（金）、21（水）
■時 間：10：00〜12：00 ■開催場所：研修室
■定 員：10名
（最低開講人数5名）
■持ち物：初回に購入いただいた道具

今、注目を集めている、植物などを実物大で写実的に描く「ボタニカルアー
ト」。鉛筆のスケッチに、透明な水彩絵の具で着色した表現方法で、花びら、
葉など細かいところまで丁寧に描き、本物と見間違えるような美しい作品
を作ってみませんか。
※写真はイメージです

生涯学習講座受講のご案内

※料金は全て税込み価格です

お申込み

①飯豊少年自然の家受付窓口でお願い致します。
②所定の申込用紙にご記入の上、捺印をお願い致します。

受 講 料

①お申し込みの際、初回の受講料を現金でお支払いください。②以降、毎月納入いただきます。

教 材 費

講座ごと別途お支払いいただきます。
（講師から詳しくご説明致します）

講座の中止

受講者が所定の人数に達しなかった場合は、講座を開催しないことがあります。

定

各講座とも、定員になり次第受付を終了致します。

員

受付時間

受付時間９時 00 分〜17 時 00 分

体 験 会

お電話にてお申し込みください。
（先着順）参加料は、当日受付にてお支払いください。

山形県飯豊少年自然の家は、お客様の個人情報の機密保持について万全を期しております。お客様の個人情
報は、お知らせに使わせていただくほか、お客様へのサービス向上を図るために使用させていただきますが、
ご本人様の同意なしに、第三者に開示提示したり、提供することはございません。

山形県飯豊少年自然の家
指定管理者／株式会社ヤマコー コミュニティ事業部
生涯学習講座は、指定管理者による自主事業です

〒999-0605

山形県西置賜郡飯豊町大字添川 3535-33

TEL（0 2 3 8 ）7 4

- 2 331

URL http://www.iideshonenshizennoie.jp

飯豊少年自然の家
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Iide Children’ s Center for Nature Studies

ヨーガ・セラピー

エコロジーバンド

ストレス
解消に

■講

師：クラフトバンドエコロジー 協会認定 高橋 陽子
1,080円（税込）
■材料費：1,000円程度
（税込） 講師から詳しくご説明いたします。
■開催日：①火曜日
（月1回）②木曜日（月1回）
■時 間：①火曜日
（10：00〜12：00）②木曜日（10：00〜12：00）
■定 員：①20名 ②定員に達しました
（最少開講人数5名）
■持ち物：メジャー・洗濯ばさみ・木工用ボンド・はさみ・筆記用具

■講

師：日本ヨーガ療法学会認定 ヨーガ療法士 曽根小夜子
■受講料：2,160円
（税込）
■開催日：①水曜日(月2回) ②金曜日
（月2回）
■時 間：①水曜日
（10：30〜11：30）②金曜日（19：30〜20：30）
■定 員：15名
（最少開講人数5名）
■持ち物：ヨガマット、
またはバスタオル・ 飲み物

■受講料：

短歌教室

未経験の方も
お気軽に参加
できます

初めての方
大歓迎
短歌は昔から日本人の
教 養 で す 。自 分 を 見 つ
め豊かな人生を送るた
め に も 、短 歌 を 基 礎 か
ら 、机 を 囲 ん で 楽 し く
学びましょう。

呼吸法を中心にゆった
りと身体を動かします。
運動不足の方、運動経験
がない方でも安心して
始めることができます。
■講

師：山形太極拳協会講師 菅

2,160円（税込）

ごや
オリジナルのか
しょう
バッグを作りま
誰にでも気軽に行える
初心者向けのクラスで
す。自分だけのオリジナ
ル作品をつくってみま
せんか。

ヨーガ・セラピーは、特
別な人のものではなく、
だれでも気楽にできる
ものです。初心者や、体
力に自信のない方でも
無理なく行えます。

やさしい 太極拳

す
講座で

貞弘

■講

師：山形県短歌大会選者 今 謙悦
2,160円（税込）
■開催日：火曜日
（月2回）
■時 間：10：00〜12：00
■定 員：20名
（最少開講人数5名）
■持ち物：筆記用具
■受講料：

■受講料：

■開催日：金曜日
（月2回）
■時

間：19：00〜20：00
員：20名（最少開講人数5名）
■持ち物：内履き・タオル・飲み物
■定

飯豊少年自然の家で は、こんな体験がで きます！
子ども会行事・幼稚園・保育園・小学校の PTA 行事・公民館行事等でご利用ください。

自然散策
【アスレチック】

野山に設置されたアスレチックに挑戦

【グリーンアドベンチャー】

植物の特徴を調べながら楽しく自然に親しもう

【スノーハイキング】

スノーシューをはいて、冬の野山をある
いてみよう

宿泊体験

手作り料理
【うどん打ち】
【ピザづくり】
【くるくるパンづくり】
【野外炊飯】
自分で作る喜びと手作りの味わいを
楽しもう

クラフト活動

・テント泊
・館内泊

【キューブカレンダーづくり】
【壁掛けプレートづくり】

仲間の絆が深まります

【ストーンペンダントづくり】
※写真はイメージです

お問合せ
お申込み

山形県飯豊少年自然の家
指定管理者 / 株式会社ヤマコー

コミュニティ事業部

生涯学習講座は、指定管理者による自主事業です

休館日

飯豊少年自然の家

〒999-0605 山形県西置賜郡飯豊町大字添川 3535-33

TEL（0238）74 - 2 331
URL http://www.iideshonenshizennoie.jp

・月曜日（第 3 日曜日の翌日は除きます）と第 3 日曜日・祝日（ゴールデンウイーク、海の日、体育の日は開所いたします）・年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）

