月号

おいでやニュース

2022 年

8

1

6

絵手紙教室
初めての方でもお気軽にご参加下さい

●日時：8月1日(月)・6日(土)
1日：午後 1時〜午後3時 ●先着：10名
6日：午前10時〜午後0時 ●先着：15名
●受講料：各1,500円
●持ち物：ポケットティッシュ・筆洗い用の容器
描いてみたい野菜・花
●申し込み：小澤 TEL 090-3006-7801

11

俳句会

「梨の会」林句会
毎月第2木曜日開催

●日時：8月11日(木) 午前10時〜午後0時30分
●先着：若干名 ●受講料：無料
●持ち物：筆記具・歳事記
●申し込み：後藤 TEL 38-3226

24

押し花教室
小さな額絵づくり

●日時：8月24日(水) 午後1時〜午後4時
●先着：6名
●受講料：6,000円（額・材料費込）
●申し込み：小宮山 TEL 38-2608
FAX 38-2608

30 はじめての沖縄三線
沖縄の伝統楽器「三線」の初心者講座
全く初めての方も大歓迎です
お気軽にお問い合わせ下さい
●日時：8月30日(火)
午前11時40分〜午後1時10分
●先着：8名 ●受講料：1,800円
●申し込み：大出 TEL 080-1791-9721

1
15

かな書道

●日時：8月1日(月)・15日(月)
午前11時〜午後1時／午後2時〜午後4時
●受講料：4,000円（月2回)
●申し込み：向山 TEL 055-252-7913
FAX 055-252-7913

12

はじめての川柳

カルチャー教室＆おいでやギャラリーの紹介
懐かしい童謡・唱歌を
歌いましょう

2

25

歌声カフェ「ほほえみ」

（開運方位学とカラーカード）

占いとスピリチュアルを活用し楽に生きる方法をお伝えします

●日時：8月2日(火) 午後1時30分〜午後3時
●先着：25名 ●受講料：500円
（初めての方は200曲集録の歌集代として
900円が別途かかります）
●申し込み：北杜童謡・唱歌の会 TEL 32-3350
FAX 32-3350

●日時：8月8日(月)・20日(土)
8日：午前10時〜午前11時30分
20日：午後1時30分〜午後3時
●先着：6名 ●受講料：3,000円
●持ち物：筆記用具
●申し込み：阿部 TEL 090-4226-1222

18

俳句会

「梨の会」森句会
毎月第3木曜日開催

●日時：8月18日(木) 午前10時〜午後0時30分
●先着：若干名 ●受講料：無料
●持ち物：筆記具・歳事記
●申し込み：後藤 TEL 38-3226

26

ピアノの伴奏で昭和の歌から平成の歌など
皆で一緒に楽しく歌いましょう！！

●日時：8月25日(木) 午後1時30分〜午後3時
●先着：20名 ●受講料：700円
●申し込み：金野 TEL 46-2359
FAX 46-2359
080-5499-0612

占い

平成16年からピアノと共に楽しく歌っています

〜あなたの言葉で句が作れます〜
●日時：8月12日(金) 午後1時〜午後3時
●先着：8名 ●受講料：500円
●持ち物：筆記用具
●申し込み：五味 TEL 080-5050-2283
FAX 0551-25-2283

8
20

いけ花教室

〜いけ花は日常の中で無心になれる時間〜
●日時：8月26日(金)
●先着：若干名

午後1時〜午後2時30分

●受講料：2,000円（花材込）

●持ち物：ある方は花バサミ
●申し込み：小林 TEL 32-3584

新型コロナウイルスの感染防止について（お願い）
1. 施設利用者はマスクの着用をお願いします
2. 入館する際は、手指の消毒等感染予防にご協力ください
3. 微熱等体調のすぐれない方は、入館をご遠慮ください

19

水彩画教室

8
22
28

書道教室（漢字）

●日時：8月8日(月)・22日(月)
午後1時30分〜午後3時30分
●先着：10名 ●受講料：4,000円
●持ち物：書道具一式
●申し込み：畑 TEL 45-7076

23 フラワーデザイン教室

初心者歓迎 楽しく絵を描きましょう
●日時：8月19日(金)
午後1時30分〜午後3時30分
●先着：6名 ●受講料：2,000円
●持ち物：有れば水彩絵の具道具
●申し込み：中山 TEL 090-3548-4060
FAX 0553-33-8125

28

自己整体で気分爽快
リフレッシュ！教室

家庭で出来る自己整体法おしえます！！
●日時：8月28日(日) ●持ち物：ヨガマット
バスタオル 等
①午前11時〜午後0時30分
②午後0時30分〜午後2時 ●申し込み：渡邉
●先着：6名
TEL 090-6544-5712
●受講料：1,500円
FAX 055-266-2639

（生花のアレンジメント）
●日時：8月23日(火) 午後2時15分〜
●先着：4名 ●受講料：5,000円
●持ち物：花切ハサミ・おしぼり
●申し込み：花倶楽部とんぼ TEL 32-6262
FAX 32-6262

29

金継教室（陶磁器の修理）

本漆を使用した金継です。純金粉の代金は別途となります。
一回では完成しません。

●日時：8月29日(月)
午前10時〜午後0時／午後2時〜午後4時
●先着：10名 ●受講料：3,000円
●持ち物：壊れた器（陶磁器、木製、ガラス製可）
ダンボール箱・タオル2枚・エプロン
●申し込み：飯森 TEL 090-2454-5680

おいでや駐車場満車時について
いつもおいでやをご利用いただきありがとうございます。
おいでや駐車場は駐車スペースが少ないため、
皆様にご迷惑をお掛けすることもあるかと存じます。
万が一駐車場が満車の時には、おいでや窓口にお声をかけていただき
指示に従ってくださいますようお願い申し上げます。
JR長坂駅

入場無料

8月5日〜15日
非戦の想像力（現代アート）

8月19日〜29日
志村佳子（現代アート）

TEL 0551-32-1211

■開館時間/・ギャラリー 会 場 平日 10:00〜17:00、土曜･日曜･祝日10:00〜17:00
・学習．趣味の教室 平日 10:00〜17:00、土曜･日曜･祝日10:00〜17:00
（使用は有料：料理教室･趣味の会･会議･展示会などにご利用ください）
■休 館 日/水曜日
（ギャラリー開催中は水曜日も開館）
■お問合せ/おいでや 電話 0551-321161
FAX 0551-32-1162
〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2340

●
●

北杜警察署

江利のパペットショー＆
今を語るおしゃべり
クロストーク

北杜市商工会

北杜市商工会
長坂町長坂上条2575-19

北杜市長坂
総合支所

長坂まちづくり委員会

8月6日㈯
13：00〜

山梨県民
信用組合

●

●

〠

まちなか
公園

P

●

山梨中央銀行

おいでや

月号

おいでやニュース

2022 年

9

2

はじめての川柳
〜あなたの言葉で句が作れます〜

●日時：9月2日(金) 午後1時〜午後3時
●先着：8名 ●受講料：500円
●持ち物：筆記用具
●申し込み：五味 TEL 080-5050-2283

12
26

書道教室（漢字）

●日時：9月12日(月)・26日(月)
午後1時30分〜午後3時30分
●先着：10名 ●受講料：4,000円
●持ち物：書道具一式
●申し込み：畑 TEL 45-7076

20

ニードルフェルト
ねこ玉教室

ふわふわの羊毛と、たった1本の不思議な針で、
ユニークな作品づくりを楽しみます

●日時：9月20日(火) 午後1時〜午後3時
●先着：15名 ●受講料：1,500円
●申し込み：セカンド TEL 48-2882
FAX 48-2882

27 はじめての沖縄三線
沖縄の伝統楽器「三線」の初心者講座
全く初めての方も大歓迎です
お気軽にお問い合わせ下さい
●日時：9月27日(火)
午前11時40分〜午後1時10分
●先着：8名 ●受講料：1,800円
●申し込み：大出 TEL 080-1791-9721

3

5

絵手紙教室

カルチャー教室＆おいでやギャラリーの紹介
4

フラワー教室

初めての方でもお気軽にご参加下さい

（ベーシックスタイル）

●日時：9月3日(土)・5日(月)
3日：午前10時〜午後0時 ●先着：15名
5日：午後 1時〜午後3時 ●先着：10名
●受講料：各1,500円
●持ち物：ポケットティッシュ・筆洗い用の容器
描いてみたい野菜・花
●申し込み：小澤 TEL 090-3006-7801

13

懐かしい童謡・唱歌を
歌いましょう

●日時：9月4日(日) 午後2時〜
●先着：5名 ●受講料：3,000円
●申し込み：中込 TEL 32-3226
FAX 32-7403

俳句会

15

「梨の会」森句会

平成16年からピアノと共に楽しく歌っています

毎月第3木曜日開催

●日時：9月13日(火) 午後1時30分〜午後3時
●先着：25名 ●受講料：500円
（初めての方は200曲集録の歌集代として
900円が別途かかります）
●申し込み：北杜童謡・唱歌の会 TEL 32-3350
FAX 32-3350

●日時：9月15日(木) 午前10時〜午後0時30分
●先着：若干名 ●受講料：無料
●持ち物：筆記具・歳事記
●申し込み：後藤 TEL 38-3226

22

23

歌声カフェ「ほほえみ」

押し花教室

ピアノの伴奏で昭和の歌から平成の歌など
皆で一緒に楽しく歌いましょう！！

●日時：9月22日(木) 午後1時30分〜午後3時
●先着：20名 ●受講料：700円
●申し込み：金野 TEL 46-2359
FAX 46-2359
080-5499-0612

29

金継教室（陶磁器の修理）

本漆を使用した金継です。純金粉の代金は別途となります。
一回では完成しません。

●日時：9月29日(木)
午前10時〜午後0時／午後2時〜午後4時
●先着：10名 ●受講料：3,000円
●持ち物：壊れた器（陶磁器、木製、ガラス製可）
ダンボール箱・タオル2枚・エプロン
●申し込み：飯森 TEL 090-2454-5680

小さな額絵づくり
●日時：9月23日(金) 午後1時〜午後4時
●先着：6名
●受講料：6,000円（額・材料費込）
●申し込み：小宮山 TEL 38-2608
FAX 38-2608

5
19

かな書道

●日時：9月5日(月)・19日(月)
午前11時〜午後1時／午後2時〜午後4時
●受講料：4,000円（月2回)
●申し込み：向山 TEL 055-252-7913
FAX 055-252-7913

16

水彩画教室

初心者歓迎 楽しく絵を描きましょう
●日時：9月16日(金)
午後1時30分〜午後3時30分
●先着：6名 ●受講料：2,000円
●持ち物：有れば水彩絵の具道具
●申し込み：中山 TEL 090-3548-4060
FAX 0553-33-8125

25

自己整体で気分爽快
リフレッシュ！教室

家庭で出来る自己整体法おしえます！！
●日時：9月25日(日) ●持ち物：ヨガマット
バスタオル 等
①午前11時〜午後0時30分
②午後0時30分〜午後2時 ●申し込み：渡邉
●先着：6名
TEL 090-6544-5712
●受講料：1,500円
FAX 055-266-2639

俳句会

8

「梨の会」林句会
毎月第2木曜日開催

●日時：9月8日(木) 午前10時〜午後0時30分
●先着：若干名 ●受講料：無料
●持ち物：筆記具・歳事記
●申し込み：後藤 TEL 38-3226

17
26

占い
（開運方位学とカラーカード）

占いとスピリチュアルを活用し楽に生きる方法をお伝えします

●日時：9月17日(土)・26日(月)
17日：午後1時30分〜午後3時
26日：午前10時〜午前11時30分
●先着：6名 ●受講料：3,000円
●持ち物：筆記用具
●申し込み：阿部 TEL 090-4226-1222

27 フラワーデザイン教室
（生花のアレンジメント）
●日時：9月27日(火) 午後2時15分〜
●先着：4名 ●受講料：5,000円
●持ち物：花切ハサミ・おしぼり
●申し込み：花倶楽部とんぼ TEL 32-6262
FAX 32-6262

いけ花教室

おいでや駐車場満車時について

〜いけ花は一瞬にくずれる美しさ〜

いつもおいでやをご利用いただきありがとうございます。
おいでや駐車場は駐車スペースが少ないため、
皆様にご迷惑をお掛けすることもあるかと存じます。
万が一駐車場が満車の時には、おいでや窓口にお声をかけていただき
指示に従ってくださいますようお願い申し上げます。

30

●日時：9月30日(金)
●先着：若干名

午後1時〜午後2時30分

●受講料：2,000円（花材込）

●持ち物：ある方は花バサミ
●申し込み：小林 TEL 32-3584

JR長坂駅

9月16日〜26日 9月30日〜10月10日
益山典子（水彩画） 岡村芳江（ボタニカルアート）

●
●

北杜市商工会

9月2日〜12日
深澤弘子（絵画）

■開館時間/・ギャラリー 会 場 平日 10:00〜17:00、土曜･日曜･祝日10:00〜17:00
・学習．趣味の教室 平日 10:00〜17:00、土曜･日曜･祝日10:00〜17:00
（使用は有料：料理教室･趣味の会･会議･展示会などにご利用ください）
■休 館 日/水曜日
（ギャラリー開催中は水曜日も開館）
■お問合せ/おいでや 電話 0551-321161
FAX 0551-32-1162
〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2340

北杜警察署

入場無料

TEL 0551-32-1211

北杜市長坂
総合支所

長坂まちづくり委員会

北杜市商工会
長坂町長坂上条2575-19

山梨県民
信用組合

●

●

〠

まちなか
公園

P

●

山梨中央銀行

おいでや

