浜松市指定事業講座

2020年

8～11月

青年文化講座は勤労青少年に該当する方が受講可能です。勤労青少年とは下記①と②を満たす方です。
※7月20日以降は一般の方もお申し込みいただけます。①40歳未満 ②市内にお住まいでお勤めの方、または市内にお勤めの方

スマイル^^キッチン

Let's talk in English！

教
養
＆
セ
ン
ス
ア
ッ
プ

①Beginner

はじめてのキッズテニス

講師：永谷光弘（割烹しんはま経営）

①②金曜日
8/7～ 各 全13回

◆火曜日 19:30～21:30
◆8/25、9/29、10/27、11/24 全4回

受講料 各11,960円

いつやめる？ムダな保険の見分けかた！
～老後が安心！みらいが晴れる!!

会社では教えてくれないお金のはなし
～確定拠出年金ってなんだ？

講師：一般社団法人ライフプラン診断士協会

講師：一般社団法人ライフプラン診断士協会

◆9/16・11/18 水曜日 19:15～20:45

◆8/26（ 水）・10/22 （木） 19:15～20:45 無料

茶道（表千家）

◆月曜日 19:00～21:00
◆8/17～ 全10回

受講料 11,800円
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◆木曜日 19:10～21:10
◆8/20～ 全8回

無料

講師：厚地由美子（COCO-iro)

受講料 12,300円

きもの着付

いけばな（池坊）

講師：峰尾陽子

講師：片岡佳子（華道池坊）

（小学２年生～小学６年生）

（幼稚園年中～年長）

講師：太田 正孝

講師：竹田由紀子（Hand･in･Hand主宰）

講師：竹田由紀子（Hand･in･Hand主宰）

◆木曜日 17:20～18:30
◆8/20～ 全11回

受講料 11,000円

◆月曜日 16:10～17:00
◆8/24～ 全13回

受講料 11,310円

KIDS DANCE スタジオMJクラス

KIDS DANCE スタジオMJクラス

講師：大塚勇一

（幼稚園年少～年長）

体育授業対策基本コース（小学生）

講師： KEIICHI （スタジオMJ）

講師： KEIICHI （スタジオMJ）

受講料 9,000円

◆日曜日 9:45～10:45
◆8/2～ 全11回

受講料 10,450円

トーマス's English Class
トーマス先生と楽しい英語のアドベンチャーをしよう！
（4-5歳）

ネイティブ トーマスが教える自然に身に付く楽しい英会話

講師：トーマス・ミッケル

講師：トーマス・ミッケル

受講料 7,140円

Babies Classベビークラス（0-あんよ前）

ご存知でしたか？

トーマス's English Class

～耳から英語に慣れていきましょう！
講師：マギダ・アルベス

令和2年度より、夜の時間帯の「一般文化講座」を開講しています。

◆日曜日 10:55～11:55
◆8/2～ 全8回

受講料 7,600円

Let's have fun and learn English
～英語に触れよう！（4-5歳）

①小学1-２年生 ②小学3-4年生

講師：マギダ・アルベス

①小学1-2年生 土曜 13:05～13:55
②小学3-4年生 土曜 14:05～14:55
受講料 9,900円
◆8/22～ 各全9回

◆金曜日 16:30～17:20
受講料 12,100円
◆8/21～ 全11回

テキスト・カード代別途

◆金曜日 16:10～17:00
受講料 12,180円
◆8/21～ 全14回

ミニバスケットボール教室（幼稚園年長～小2）

受講料 8,160円

～色の効果と配色

◆金曜日 19:30～21:00
◆8/21～ 全7回

キッズダンス
（小学校低学年）

◆金曜日 16:00～17:00
◆8/28～ 全10回

カラーコーディネート講座

材料費込

キッズダンス

（HM Sportsバスケットボールスクール）

講師：磯部 隆（認定アドラーカウンセラー）

講師：澤田宗裕

材料費込

受講料 10,080円（材料費込）

あなたのための
人間関係のアドラー心理学
木曜クラス

茶道（宗徧流）

講師：伊藤典子

◆水曜日 19:30～21:00
◆8/26～ 全10回

和食職人から習う料理教室

～初心者向け

②Step up

講師：マギダ・アルベス

①Beginner 19:15～20:05
②Step up 20:05～21:05

指定管理者:東海ビル管理株式会社

Activities English Class
～親子であそびながら英語のシャワーをあびよう！

◆土曜日 10:15～11:15
◆8/1～ 全8回

受講料 9,600円

現代書道教室 アイミティ浜松教室
①木曜 ②土曜 5歳～大人まで

①月曜あんよ-2歳半 ②月曜2歳半-4歳 ③土曜2-3歳
講師：マギダ・アルベス

講師：徳増天慎（浜松書道研究会）

また7月20日以降、定員に満たない「青年文化講座」は
一般のみなさまも参加が可能となりました。

◆火曜日 19:00～21:00
◆8/18～ 全10回
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◆木曜日 19:00～21:00
◆8/20～ 全10回

テキスト代別途

受講料 9,200円

夜の時間帯の講座もチェックしてください。

別途花材費各回1,210円

受講料 9,200円

◆月曜日 9:30～10:15
◆8/3～ 全12回

美bodyシェイプアップピラティス
木曜日コース
講師：榎戸麻衣子
（RICAピラティススタジオヘルスタ在籍講師）

受講料 14,400円

ピラティス入門
講師：榎戸麻衣子
（RICAピラティススタジオヘルスタ在籍講師）

①月曜あんよ-2歳半 10:15～11:05
11:10～12:00
②月曜2歳半-4歳
全12回
受講料
9:15～10:05
③土曜2-3歳クラス
全8回
受講料

0歳児とえいごであそぼっ♪

8/3～
14,400円
8/1～
9,600円

A-①②③

講師：田中律子（Smile Club）

16:30～20:30 （うち1時間程度）
13:30～16:30 （うち1時間程度）

各全12回

8/13～
8/1～

受講料 12,240円

アトリエキッズ こども絵画造形教室

えいごであそぼっ♪

A・B （0歳～あんよ前）

①木曜クラス
②土曜クラス

金曜（年中～小学生）
土曜①・日曜①（年中～小学2年）

B-①② （1歳～入園前）

講師：田中律子（Smile Club）

土曜②・日曜②（小学2年以上）
講師：土・日曜 青山明子 / 金曜 飯田 晶子

◆木曜日 19:05～19:55
◆8/20～ 全13回

※ストレッチポール他無料貸出有

受講料 9,360円

◆木曜日 20:05～20:55
◆8/6～ 全13回

※ストレッチポール他無料貸出有

受講料 9,360円
◆木曜日 11:20～12:00

硬式テニス 初級～中級クラス

バドミントン初心者～

講師：太田 正孝

講師：河瀬八生（日本スポーツ協会コーチ２）

◆木曜日 19:30～21:00
◆8/20～ 全11回

受講料 13,530円

◆木曜日 19:15～21:15
◆8/20～ 全13回

受講料 10,660円

① Aクラス 9/3～
② Bクラス 9/10～

親
子
特
別
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各全5回

受講料 4,400円
(材料費込）

◆A①②③火曜日 9/1～ B①②木曜日 9/3～
① 9:30～10:10
各全10回
受講料 8,800円
②10:25～11:05
③11:20～12:00

磐田市香りの博物館特別講座

学校では教えてくれないお金のはなし
～おみせやさんごっこで学ぶお金の大切さ～

虫よけスプレーづくりと香りのお話
（年中以上のお子様とその保護者）

講師：一般社団法人ライフプラン診断士協会

講師:山本千吹美
（磐田市香りの博物館職員・アロマインストラクター）

金曜クラス

年中～小学生

16:30～18:00

全８回
土曜クラス①
土曜クラス②
日曜クラス①
日曜クラス②

年中～小学2年
小学2年以上
年中～小学2年

8/22～
10:00～11:30

小学2年以上

各全5回

◆7/28 火曜日 14:30～15:30
受講料 1,200円

※教室内はお子さま一人でのご受講となります。
※汚れてもいい服装でご受講をお願いします。
※クラスの対象年齢にご注意ください。

(材料費込）

●駐車場 160台 ●タクシー 浜松駅北口より10分

●遠鉄バス JR浜松（北口）バスターミナル10番のりばから 73･75･76
（労災病院･笠井方面）71･74･77･78（労災病院･丸塚方面）

85（篠ケ瀬･磐田方面）のバスに乗り「船越町」下車（7分）、北へ徒歩2分
●電車 遠州鉄道「新浜松駅」から乗車「八幡駅」下車（4分）東へ徒歩15分

アイミティ浜松 浜松市中区船越町11-11
TEL : 053-465-5065

受講料補助金について

わーくん浜松の会員の方が5,000円以上の講座を受講された場合、1年度1回限り3,000円の補助をわーくん浜松より受けることができます。

詳しくはわーくん浜松へお問合せください。

8/23～
8/30～

令和2年度より午前9時から午後9時30分まで、施設を一般のみなさまに開放しています。

◆8/22・9/19・11/28 土曜日 10:00～12:00
無料

8/29～

受講料 5,100円

アイミティ浜松は勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るために設置されています。
みなさまのサークル･研修･会議･レクリエーション等、様々な活動の場としてご利用ください。

8/21～

受講料 8,160円

