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●お申込み方法
受付の記号の見方 直…当日直接、ホールでお申し込み 電…電話にてお申し込みも可

●受講についτのお願い
・定員に満たない場合 Iよ開講できないことがあります。講師、内容、材料費について1よ、

都合により変更する場合があります。

・お申し込み後、万―キヤンセルされる場合は、開講Bの 7日前までにお願いします。

⇒
その後のキヤンセルは、受講料・材料費などIよ原則として返金できません。

′亜憂)は新企画の講座です。

「
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

【注意】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本誌に掲載されている講座・イベントが

中止または延期となる場合があります。

詳細はきららホールまでお問い合せいただくか、ホームベージなどでこ確認ください。

こ不便をおかけいたしますが、こ理解のほどをお願いいたします。

きららホールホームページ

http://hccwveb6 bai ne jp/kirara/

きららホールの

ホームベージはこちら

'

)   J…

白願ら1

事前にこ自宅での検温をお願いいたします。

民調が優れない方は、こ来館をこ遠慮

うお願いいたします。

'スクの着用をお願いいた

)
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趣味コース
講師/西田 つや子 (フラワーデザイナー 未生流師動

季節にあわせたお花を取り入れながら、

生活のなかで楽しめるお花のアレンジメントをやつてみませんか。

講師/西田 武憲 (―級フラワー獅 技能D

「
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

6/6
(月 )

0まわリバラで

元気なアレンジを ,

10:00^-12100
5月 10日 (火)～

受付 直 電

受講料 600円

材料費 :2000円
定員

20名

く持ち物〉花切リバサミ

5/27
(金 )

春の寄せ植え 10:30‐ 11 30
4月29日 (金)～

受付 直 電

受講料 600円

材料費 :2000円
定員

20名

ほんのすこしのアイデアと遊び心で、

講師/大石 美枝 (NFD講師・―級フラワー装飾技能士)

イメージをふくらませて、色々なスタイルの花を楽しみます。

4/15
(金)

イースター 鳥かこのアレンジ

(生花 )

10:00^-11 :30

3月 25日 (金)～

受付 直 電

受講料 600円

材料費 :2.200円

定員

各10名

5/20
(金)

テラリューム風 多肉植物の

寄せ植え (生花)

4月 15日 (金)～

受付 直 電

受講料 600円

材料費 :2500円

6/17
(金)

初夏の花のスタンドフ=ケ
(生花 )

5月 20日 (金)～

受付 直 電

受講料 :600円

材料費 :2000円

講師/奥野 友希 (」AMHA八―バルセラビスト・NARDアロマインストラクター)

いろいろなパワーのある『香り』をこ家庭のくらしに活用してみませんか |

4/26
(ソく)

春からはじめる八―プティー

10:00^´ 11 :30

3月 15日 (火)～

受付 直 電

各回とも

受講料 :700円

材料費 ¬ 300円

定員

各10名

5/24
(ソく)

～□―ズの秘めたチカラ～

華やく□―ズのソヽンドジェル

4月260(火 )～

受付 直 電

6/21
(ソく)

～シトロネラの秘めたチカラ～

さつと使える虫よけ対策 |

かゆみ止めアロマ

5月248(火 )～

受付 直 電

講師/岸本 千晴 (書道師範)

ふだん使う字を少しでもされいに書けるように基本から学びます。

4/2  5/7  6/4
7/2  3/6  9/3 10:00^-11 :30

3月5日 (土)～

受付 直 電

受講料 :4,200円

半紙代 :400円
定員

20名

〈持ち物〉書道用具

講師/渡部 和枝 (水彩画同好会「和の会J主催)

水彩画をはじめてみませんか?「絵心に自信がなCl…」という方も、きっと楽しい時FoOになると思います。

4/1  5/13  6/3
7/1  8/5  9/2 10100～ 12,00 3月4日 (金)～

受付 直 電
受講料 :4,200円 定員

12名

〈持ち物〉水彩絵の具、スケッチブック (F2サイズ)、 色えんびつ、鉛筆 (2B)、 ねり消しゴム、水入れ、布
水彩用筆 (大 中 小)
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講師/小原 道子 (日本絵手紙協会公認講師

4/19  5/17  6/21
7/19  8/30  9/20 13:30-15:30 3月15日 (火)～ 受付

直 電
受講料 :4.200円 定員

20名

(持ち物〉絵手紙用はがき、顔彩、筆、墨、硯、梅皿、水入れ、書道用下敷き、半紙、ティッシュペーパー
※モチーフは各自でこ持参いただきます。

講師/パステルシャインアートインストラクター、心理セラビスト

絵具ではなくパステルの粉で、絵筆ではなく指やコットンで描くことで、味のある絵を短時間で

仕上げることができます。「脳もココロも元気になるJパステルアー トを描いてみませんか。

4/12
(火)

′ヽッビーストロベリー

01000～1200
②14:00^-16:00

3月8日 (火)～ 受付

直 電

各畦 も

受講料 :500円

材料費 :500円

定員

各8名

5/10
(火)

すすらん
4月 12日 (火)～ 受付

直 電

6/14
(火 )

peace of mind 5月 10日 (火)～ 受付

直 電

(持ち物〉ウエットティッシュ、水彩色鉛筆 (あれば)

講師/山田 美穂 (兵庫県認定音楽療法士)

「歌いながら行う楽ししヽ脳トレJです。なつかしい歌で脳も心も体もリフレッシュしましょう |

4/1  5/13  6/3
7/1   8/5  9/2

10:30-11 30
3月 3日 (木)～ 受付

直 電
受講料 :3600円 定員

20名

歌うのはなじみのある由です。ビアノ伴奏に合わせて、

講師/安永 郁子 (声楽家)

みんなで歌う感動を味わつてみませんか?

4/28  5/26  6/23
7/28  8/25  9/22 12:30^-13i30

3月 24曰

直
Ｑ
縄

～受付
受講料 :3600円 定員

20名

なつかしい童謡、唱歌をみなさんで楽しく歌います。

講師/安永 郁子 (声楽家)

どなたでも気軽に参加いただけます。

4/28  5/26  6//23
7/28  8/25  9/22

013:40^-14:40
014:50～15150

3月24日 (木)～ 受付

直 電

受講料 3600円
新規受講の方のみ

テキスト代 :640円

定員

各15名

講師/川□ 秀昭 (ビクター歌謡音楽研究会認定)

なつかしい演歌をみなさんで楽しく歌います。 声を出せばストレスも発散 !

楽譜は使いませんので気軽に参力0いただけます。
〈火曜コース)

4/19  5/17  6/21
7/19  8/16  9/20 14:00^-15 30

3月 15日 (火)～ 受付

直 電
受講料 :3600円 定員

15名

〈土曜コース〉

4/16  5/21  6/18
7/16  8/20  9/17 14:00^-15: 30

3月 19日 (■)～ 受付

直 電
受講料 3600円 定員

15名
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演奉コース
講師/和田 征範 (サックスプレイヤー・インストラクター)

土
日 吹奏楽をやつていて久しぶりに楽器を始めたい人、他の楽器と合わせてジャズを楽しみたい人、

フルバンドで演奏したい人など、音楽という共通の趣味を通じて仲間づくりをしませんか。

4/9、  16、 30  5/7、  21、 28
6/4、 18

19:00^-20:30
3月 5日 (土)～ 受付

直 電

チケット制

(6枚綴り4800円 )

定員

10名

受講料(まチケット購入制となります。

〈対象〉 1年以上の経験者 〈持ち物〉楽器はこ持参ください。
X楽器の対象は,ッ クス、クラリネット、フルート、トランペット、 トロンボーンなどの管楽器
※楽器の種類は特に問いません。

教養コース
講師/ラスタ海外クラブ

いつか世界中を旅してみたい   そんな夢を抱いたことはありませんか ?
普通ではなかなか行けない場所や、めつたに見られない情景、貴重な体験を写真などを交えてお話しします。

4/18(月 ) インパールを訪ねビルマ戦線を想う

４●
―
― 00‐ 15 30

3月 17日 (木)～

受付 直 電
無料

定員

各15名
5/16(月 ) ネパールエベレスト トレッキング

6/20(月 ) ロンドンとベルギー ブルッセルの旅

語学コース
講師/ソ キルスン

〈木曜コース〉

4/7、  14、 21  5/12、  19、 26
6/9、  16、 23  7/7、  14、  21

19:00^-20 30
3月 3日 (木)～ 受付

直 電
受講料 :8900円 定員

15名

〈対象〉韓国語を一度でも習われたことのある方

〈金曜コース)

4/8、  15、 22  5/13、 20、 27
6/10、  17、 24  7/8、  15、 22

19:00～20 30
3月4日 (金)～ 受付

直 電
受講料 :8900円 定員

15名

〈対象〉韓国語を一度でも習われたことのある方

名津可
デ    ト

講師/出戸

対話を大切にしながら、ゲームなどで英語を楽しく体験してみましょう |

4/12、  19、 26
5/10、  17、 24、 31

6/7、  14、 21

①コース 16130～1715
②コース 17i30～18:20
0コース 1830～1920

3月80(火)～ 受付

直 電

各コース

受講料 :6,000円
定員

各10名

〈対象〉①コース…4 5歳児 (小学|～ 3年生で初めて英語を習う方)

②コースー小学1～ 3年生 0コース…小学4～ 6年生
〈持ち物〉筆記用具 (0コースは色えんびつも)
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講師/CARMEN田 中

く初級 コース)初めての方や久しぶりに英語を学びなお0方にビッタリなコースです。

4/2、  16、 23
5/7、  21、 28
6/4、  18、 25

14:00^-15115
3月5日 (■)～ 受付

直 電

定員

10名

料理コース
講師/乾 ようこ

家庭で簡単にできるケーキ作りを伝授します。家族やお友達へのおもてなしにも喜ばれますよ。

各回とも

受講料 1,000円

材料費 ¬ 300円

3月 15日 (火)～ 受付

直 10100～電

10:00～12:00

タルトタタンのパターケーキ

リんこのアツプサイドダウン

4月19日 (火)～ 受付

直 10:00～電ブルーベリーチーズケーキ

5月 17日 (火)～ 受付

直 10100～電
コーヒーの苦みがアクセント

カフェオレシフォンケーキ

く持ち物〉エプロン、三角巾、お手拭きタオル、筆記用具

健康コース
講師/八ワイアンキツズ

′ヽワイアンの由に合わせて、ゆつたりとフラダンスを踊りましよう。日ころの運動不足やストレス解

'肖

にもなりますよ。

受講料 :4,900円3月3日 (木)～ 受付

直 電
19:00-20100

4/14、 21

5/12、 19
6/2、  9、 16

(持ち物〉ヨガマツト ×動きやすい服装でお越しくださいo

講師/八ワイアンキツズ

3月4日 (金)～ 受付

直 電
9:30´‐10:30

4/15、 22
5/13、 20

6/3、  10、 17

〈持ち物〉ヨガマット 米動きやすい服装でお越しください。

講師/伊丹フオークダンス協会

懐かしい音楽に合わせて、みなさんでフオークダンスを楽しみませんか?全身運動にもなりますよ。

受講料 :2.000円3月 14日 (月 )～ 受付

直 電
13:30-16:00

4/11、  18、 25
5/9、  16、  23、 30

6/6、  13、 20

X動きやすい服装でお越しくださいo
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健康増進のために太極拳をはじめませんか。

く木曜コース 全10回〉

講師/吉森 忠弘 (日本武術太極拳連盟 A級公認指導員)

日常のストレスの解消や体力の維持に役立ちますよ。

受講料 6,000円
3月3日 (木)～ 受付

13130´-15100
4/7、  14、 21、 28

5/12、  19、 26
6/2、  9、 16

※動きやすい服装でお越しくださいo

く土曜コース

受講料 16.000円3月 5日 (土)～ 受付

直 電

4/2、  9、  16、 23、 30
5/21、 28

6/4、  11、 18

※動きやすい服装てお越しください。

=ワ
ツキノ

講師/庭月野

ヨガの動きにほくしを力」えることでリラックス効果を高め、

格子 (フイツトネスインストラクター・」HCA FC)

腰痛、肩こりの改善を目指します。

」

回〉10

受講料 :3.600円3月 19日 (土)～ 受付

直 電

10:30^-11:30

く全 6回〉

4/9、  16、  23、 30
5/21、 28

受講料 :4.200円5月 21日 (土)～ 受付

直  電

く全 7回〉

6/11、  18、 25
7/9、  16、  23、 30

〈持ち物〉ヨガマット、水分補給用の飲み物 X動きやすい服装でお越しください。

講師/小島 まり子 (ウエルネスエ房もつと遊輝代表)

く春ヨガ体操〉目覚めとデトックス (排泄)の季節。春のカラダとココロを整えていきます。

受講料 :6,600円3月 10日 (木)～ 受付

直 電
14:00‐ 15:00

4/7、  14、 21、  28
5/12、 19、 26

6/2、  9、  16、 23

(持ち物〉ヨガマット X動きやすい服装でお越しください。

講師/野田 泰世

中高年の方や初心者でも無理なく、楽しく参力0できるエアロビクスです。

受講料

各4800円

3月 22日 (火)～ 受付

直 電
10,40-11 140

4/5、  12、  19、 26
5/10、  17、  24、 31

5月24日 (火)～ 受付

直 電
6/7、  14、 21、 28
7/5、  12、 19、 26

〈持ち物〉直径20cmの体操用ボール、上くつ、ヨガマット ※動きやすい服装でお越しください。

×ボール (別途有料)が必要な方は申し込み時に受け付けます。



講師/岡村 美香 (」AFA AD:認定インストラクター)

リズムに合わせながら楽しく動いてリンパの流れを良くしましよう !

4/12 5/10 6/14 7/12 13100^-14:00
3月8日 (火)～ 受付

直 電

受講料

2400円
定員

20名

(持ち物〉バスタオル、ヨガマツト、水分補給用の飲み物 来動きやすい服装でお越しください。

講師/岡村 美香 (」AFA ADI認定インストラクター)

リンパケアとはリンパの流れを促しやすくする調整法です。

むくみ予防改善、疲労回復、冷え、免疫機能改善、肌に張りがでると言つた効果があります。

リンバケアで自分の健康を守りましよう。

4/26  5/24  6/28  7/26 13100^-14:00
3月 22日 (火)～ 受付

直 電

受講料

2,400円

定員

20名

=ワ
ツキノ

講師/庭月野 祐子 (フイツトネスインストラクター 」HCA FC)

腰痛 肩こりの改善や自然治癒力UPを目的としたエクササイズとマツサージです。

体も内臓も元気になりましょう 1

受講料

5400円
3月 14日 (月 )～ 受付

直  電

13:20´-14120

〈全 9回〉

4/4、  11、  18、 25
5/2、  9、  16、  23、 30

5月 23日 (月)～ 受付

直 電

〈全 8回〉

6/6、  13、  20、 27
7/4、  11、  18、 25

〈持ち物〉ヨガマツト、水分補給用の飲み物 ×動きやすい服装でお越しください。

く夜コース〉

受講料

5400円
3月 14日 (月 )～ 受付

直 電

19:00^-20:00

く全 9回〉

4/4、  11、  18、 25
5/2、  9、  16、 23、  30

受講料

4.200円
5月 23日 (月)～ 受付

直 電

〈全 7回〉

6/6、  13、  20、 27
7/4、  11、 25

〈持ち物〉コガマツト、水分補給用の飲み物 ×動きやすい服装でお越しください。

講師/塚本 奈津美 (」SAインストラクター健康管鋼←搬指導員)

ミニボールを使つて無理なく体をリセットし、しなやかな強い体を作りましょう 1

「ほくす」+「エクリサイズ」=「ほくすサイズJ

00^-11 :004/11、  18、 25  5/9、  16、  23
6/6、  13、 20

〈持ち物〉/1ふきタオル、水分補給用の飲み物、ヨガマット

ボール大 1個 (2500円 )、 ボール」ヽ3個 (1000円 ×3個 )、 セラブヽンド1本 (500円 )

i用具購入についてはこ相談下さい。

※動きやすい服装でお越しください。
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講師/脇田 恵子 (中伝指導員)

「自彊」とは、自らを強く鍛えるという意味。大正時代に日本で作られた健康のための体操です。

4/8、  15、 22  5/13、  20、  27
6/3、  10、 24

11 :00～ 12100
3月 11日 (金)～ 受付

直 電
受講料 :5400円 定員

25名

〈持ち物〉ヨガマツト ※動きやすい服装でお越しください。

講師/溝田 しヽつ子 (日本3B体操協会)

「ベル ベルターJなどの道具を使つて、ストレッチや心地よい運動を無理なく行います。

寝たきりにならないために運動習慣をつけましょう。

4/8、  15、 22  5/13、 20、  27
6/3、  10、 24

13:30^-14:30
3月 11日 (金)～ 受付

直 電
受講料 :5,400円

定員

10名

〈持ち物〉バスタオル X動きやすい服装てお越しください。

※新規受講者のみ月具を貸し出します。継続される場合よ用具の購入と3B体操協会への登録が必要です。

子育て応援コース
講師/三木 由子 (リ トミック研究センター認定講師保育士有資格者)

いつしょにおやこで音あそびを楽しんでみませんか?ベビー向けの読み聞かせもあります0

4/26(火 )

10,00‐ 10:45
(受講者を対象に11時半までフリートークの場

として会場を開放します)

3月 22曰 (火)～ 受付 直 電

各回とも

参力]費 :600円
定員

各9組5/24(火 ) 4月 26曰 (火)～ 受付 直 電

6/28(大 ) 5月 24日 (火)～ 受付 直 電

〈対象〉講座当日現在で4ヶ月 (首がすわつてから)～ 10ヶ月の乳児とその保護者

講師/新 麗子 (ベビーマツサージ教室 re‐dus主宰)

やさしくふれる一それだけでママも赤ちやんもリラックス。

赤ちヽんの心身発達を促しながら親子のきずなを深めます。

4/19(火 )

10:00-11 100

3月8日 (火)～ 受付 直 電

各回とも

参力0費 :600円
定員

各9組5/17(火 ) 4月 19日 (火)～ 受付 直 電

6/21(火 ) 5月 17日 (火)～ 受付 直 電

〈対象〉2ヶ月以上歩くまでの子どもとその保護者

〈持ち物〉バスタオル、フェイスタオル、おむつ、ビニールの敷物、水分補給用の飲み物、オイル用小皿

講師/三木 由子 (リ トミック研究センター認定講師・保育士有資格者)

グランドビアノの音色に親しみながら親子で楽しく「音あそび」してみましょう♪

4/21(木 )

①10:00-10:45
②ll :00～ 11 145

3月 24日 (木)～ 受付 直 電

各回とも

参加費 6000
定員

各20組5/19(木 ) 4月210(木)～ 受付 直 電

6/16(木 ) 5月 19日 (木)～ 受付 直 電

(対象〉010ヶ月～1歳 9ケ月の子どもとその保護者 ② l歳 10ケ月～就園前の子どもとその保護者

〈持ち物〉お茶 汗ふきタオル ※親子とも動きやすい服装でお越しください。

×お子様は裸足での参加となります。保護者の方|よ必要に応じて室内履き (ス リッパ以外)をこ持参ください。

9
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講師/羽石 憲子 (幼児英語教室教師)

「色 CL00RJをテーマにしたゲームやイースターエッグのガーランド作り、

英語の読みきかせなどをおやこで楽しみましょう♪

4/17(日 ) 10:30^-11 30
3月 24日 (木)～ 受付

直 電
参力0責 600円

定員

20組

〈対象〉あんよから就学前の子どもとその保護者

〈持ち物〉水分補給用の飲み物
※動きやすい服装でお越しください。※お子様Iま裸足での参力0となります。

子育て相談員

子育て相談員の先生と一緒に手遊び、体操、

読み間かせなどをして親子で楽しみます。

参力]無料

申込不要
11 :00^―

く対象〉就学前の子どもとその保護者

子育て相談員

4/15
5/20  6/17 10:00´-11 00

ゆうぎしつ前にミニ撮影コーナーが登場♪

お誕生月のおともだちは各自記念撮影してね。

バースデーカードのプレゼントもあるよ|

参力0無料

申込不要

〈対象〉就学前の子どもとその保護者

講師/手作りおもちゃ研究会 ビタミンX

4/17
(曰 )

自然素材でアクセサリー

013130～14:20
()14:30-‐ 15:20

3月 20日 (日〉～受付

直 電

参力0無料
各回

10名
5/15
(日 )

ステンドグラスを楽しもう
4月 17日 (日)～ 受付

直 電

6/19
(日 )

員/」
Aらとサンゴで作ろ|

5月 15日 (日)～ 受付

直 電

(対象〉Jヽ学生以下 (就学前児は保護者同伴でこ参加下さい。)

☆時間内に作品が完成しなかつたときは、材料をお持ち帰りいただきます。

☆状況により変更となる場合があります。

ボランティアグループ「おもちゃ病院いたみ」

壊れてしまつたおもちゃ、動かなくなつた大好きなおもちゃ

捨ててしまう前に、おもちゃドクターにみてもらいませんか ?

4/1、  15  5/20  6/3、  17

(5月の第 1金曜日は休館0のためお休みです。)

13,00～ 16:30
×時間内に自由にお越しください。

直接来館

10



小学生コース
講師/植西 和義 (日本けん玉協会)

体幹強化 集中カアップに効果があるといわれるけん玉は適度な運動量で世代を超えて楽しめるスポーツです。

初心者大歓迎です。

4/16  5/ア、 28
6/4、  18  7/9、 16
8/20  9/3、  17

13:00^-15:00
3月5警

ζ
鮒

 1受講料¬Ю∞円

〈対象〉」ヽ学生以上 〈持ち物〉けん玉

講師/こども囲碁クラブ ボランティア指導者

□碁は集中力が身につき、創造力を育み、発想が豊かになる頭脳ゲームです。初めての方も丁寧に指導します。

4/16、 23  5/14、 21
6/4、 18  7/2、 9、 16

8/27  9/3、  17
10:00^´ 11 :30

3月5日 (土)～ 受付

直 電
受講料 i3600円 定員

10名

〈対象〉小学生

講師/隈丼 祐太 (ZEFT DANCE CREW)

音楽とふれあい、元気いつぱいにダンスを踊ることで、「リズム感J「柔軟性J「体力Jを養います。

4/18、 25
5/9、  16、 23
6/6、  13、 20

プチ :17:10～17155
ジュニア 118¬ 0～19¬ 0

3月14曰 (月)～ 受付

直  電

各コース

受講料 :4,800円
定員

各15名

〈対象〉プチ13-ス :4歳～就学前の子ども  ジュニアコース :小学生

水彩絵の具や用具の使い方を学びながら、

講師/森本 珠美 (ア トリエ・ふむれすと主宰)

画用紙に表現する絵の世界を楽しもう |

4/24  5/15
6/5  7/3
8/7  9/4

0930～ 12:00
②13100～ 15i30

3月6日 (曰)～

受付 直 電

各コース

受講料 :3,600円

モチーフ 画用紙代 :1,300円

定員

各10名

〈対象〉」ヽ学生 〈持ち物〉絵の具セット (絵具 筆 ソヾレット水入れ)、筆ふき布、筆記用具 (鉛筆、消しゴム、油性黒細マジツク)

講師/岸本 千晴 倍道ドロ朝)

鉛筆の持ち方や姿勢を整え、筆 1頁や形を学んで、文字への関心を高めていきます。

4/9、 23  5/14、 28
6/11、 25  7/9、  23
8/20、 27  9/10、 24

①小学生コース

10100～ 10140
②幼児コース

11 :00^-11 :40

3月5日 (土)～

受付 直 電

各コース

受講料 7200円
教材費 :600円

定員

①6名

②5名

〈対象〉①小学生コース 小学i～ 3年生 ②幼児コース:幼稚園年長児
〈持ち物〉えんぴつ (Bまたよ2B)3本

1  1



椰丹市立□書館北分館 ☆すべて参力0無料 申込不要

年齢別の

おはなし会

第1金曜日 10:30 親子向け (2才～)

ざようじのへや

おはなし☆キララ

よみきかせポッポ

×おはなし会のスタンプ

カードをお配りしています。

参加してスタンプを集めると、

オリジナルバッジが貰えます。

第3月曜日 15i30
4 5才

第 3土曜日 10130

第 3土曜日 11100 6才～

お!まなし会

「これよんで」
第 4金曜日

10:30

手L幼児 ゆうぎ室 おはなし☆キララ

すくすく☆きらら 第 4月曜日
乳幼児と

その保護者
和室 よみさかせポッボ

ちょうちょの

かみしばい

4/24(日 )

5/22(日 )

6/26(曰 )

14:00
幼児～一般

(未就学児は

保護者同伴)

会議室201
紙芝居サークル

ちょうちょ

KITA☆シネマ 第 2日曜日 13:30■映 北分館所蔵DVDを上映する予定です。

ちびつこミニ映醜 5/24(ソく) 10:45上映 北分館所蔵DVDを上映する予定です。

イベント
くきららホール・催しのお知らせ >

ゴールデン

ウイーク

期間

キッズわくわく

DAYS
「ふれあい動物園Jほか楽しい内容がいつぎしヽ

詳しい内容は後日お知らせします|お楽しみにυ

6/12(日 )
高齢者いきがいづくり

「いきいきシルバ
=の

つどい」

く参カロ費 :300円〉 13:30開演

申し込み :5/12(木)～ 直接来館または電話にて受付

対象 :65歳以上の方

生活に役立つお話や演芸をお楽しみ下さい。

(先着1瞑)

6/19(日 )

KIRARA」AZZ
FESTIVAL 2022

(きららジャズフェスティパル)

く入場無料)要申込 12:30開演

申込み :5/20(金)～ 直接来館または電話にて受付 (先着順)

ジャズトランペツター&ボーカリストのユンフアソンさんをグストに迎え、

ジャズの演奏勿レープが集結します。一日たつぷりとお楽しみください。

公式 SNSはじめましたよ
かたくさんのフォEl―をお待ちしております

(L NE友達登録方法〉

左記の QRコードを読み取つてアクセスするか

「@609nbnioJで D検索をお願いします。

@609nbn,o

ll Eまこちらから

最新の情報などをお届けします

141RARAJTAMt

nstagra mはこちらから
きちりんちゃん

42

LI ´ で検索


