
お休み処 坂長 わくわく教室 5 月・6 月・7 月のご案内 

★印は、新しく始まる教室です。 
ご都合のよい⽉の教室をお選びください。申込受付は 4 ⽉ 22 ⽇(⽉)から毎⽇、午前 10 時〜午後 5 時までに費⽤を添えて 
直接「お休み処 坂⻑」までお申し込みください。詳しくは「お休み処 坂⻑」まで。電話 22-2781 

教 室 名 期 ⽇ 時 間 定員 費 ⽤ 内   容 

★J･CLAY 粘⼟教室 
５⽉10⽇・17⽇(⾦)
６⽉７⽇・21 ⽇(⾦)
７⽉５⽇・19 ⽇(⾦)

午前９時 30 分〜 
12 時 30 分 

１５
各⽇ 3,800 円

※⼆⽇コース 

５⽉はバラの壁飾り、６⽉はカゴ、７⽉は⼈
形の壁飾りを作ります。２回で１つの作品を
作るコースです。 

★ビギナーのための 
facebook 講座 

５⽉ 11 ⽇(⼟) 
６⽉８⽇(⼟) 
７⽉ 13 ⽇(⼟) 

午前 10 時〜12 時 １５
各⽇ 1,500 円

※⼀⽇コース 

facebook の基本的な使い⽅や、プライバシ
ー保護の⽅法を⾝に付けて安全に楽しく友達
と交流できるようにしましょう。ご⾃分のス
マートフォンやタブレットもしくはノートパ
ソコン(wifi 対応)で学習します。 
※ドリンク付 

★とんぼ⽟体験 
５⽉ 14 ⽇(⽕) 
６⽉ 11 ⽇(⽕) 
７⽉２⽇(⽕) 

①午前 10 時〜11 時 
②午前 11 時〜12 時 
③午後１時〜２時 
④午後２時〜３時 
⑤午後３時〜４時 

１５
各⽇ 1,500 円

※⼀⽇コース 

ガラス⽟を溶かしてとんぼ⽟を作ってみませ
んか？作ったとんぼ⽟は、ストラップかネッ
クレスにしてお持ち帰りいただけます。  
※①〜⑤各３⼈ずつ。 

ポーセラーツ 
５⽉２⽇(⽊) 
６⽉６⽇(⽊) 
７⽉４⽇(⽊) 

午前 10 時〜午後１時 １５
各⽇ 2,700 円

※⼀⽇コース 

シール感覚で使える転写紙で⾃由に絵付け
を楽しめるホビーです。 
※焼成がありますので、作品は後⽇お休み処 
坂⻑での受け渡しとなります。 

アロマ DE 
癒やし⽣活 

５⽉３⽇(⾦) 
６⽉２⽇(⽇) 
７⽉１⽇(⽉) 

午前 10 時 30 分〜 
12 時 30 分 

１５

５⽉ 2,000 円

６⽉ 2,000 円

７⽉ 2,500 円

※⼀⽇コース 

オーガニックアロマで、⼈⽣に豊かな彩りを
添えましょう！ 
５⽉：「⺟の⽇ギフト」 
６⽉：「⽗の⽇ギフト」 
７⽉：「まだまだ続く⾬の⽇対策」 

フェイス 
ストレッチング 

５⽉９⽇(⽊) 
６⽉４⽇(⽕) 
７⽉２⽇(⽕) 

午前 10 時〜 
11 時 30 分 

１５
各⽇ 1,800 円

※⼀⽇コース 

表情筋の体操です。若々しい、素敵な笑顔に
なりましょう！ 
※ドリンク付 

ビーズ 
５⽉９⽇(⽊) 
６⽉ 13 ⽇(⽊) 
７⽉ 11 ⽇(⽊) 

午後１時〜４時 ５ 
各⽇ 2,000 円

※⼀⽇コース 

キラキラビーズのアクセサリーを作ってみ
ませんか？⽷と針、かぎ針、ワイヤーや昔な
つかしいリリアン編みで楽しい時間をすご
しましょう！ 

プリザーブド 
フラワー 

５⽉ 11 ⽇(⼟) 
６⽉ 15 ⽇(⼟) 
７⽉ 13 ⽇(⼟) 

５⽉、６⽉は 
午後１時〜３時 
７⽉は 
午前 10 時〜12 時 

１５

５⽉ 

⼤⼈ 2,500 円

⼦供 1,000 円

６⽉ 1,500 円

７⽉ 2,500 円

※⼀⽇コース 

５⽉：「ママ＆キッズの⺟の⽇アレンジ」 
親⼦合わて 15 ⼈募集。幼稚園〜⼩学
⽣対象。⼤⼈のみ、⼦供のみでも可。 

６⽉：「⽗の⽇に贈るアレンジメント」 
⼩学⽣対象。 

７⽉：「多⾁植物の寄植え」⼀般対象。 

パステル和 
(NAGOMI) アート 

５⽉ 21 ⽇(⽕) 
６⽉ 20 ⽇(⽊) 
７⽉ 18 ⽇(⽊) 

午前 10 時〜12 時 １５

各⽇ 2,600 円
(額付)

各⽇ 2,000 円
（額なし）

※⼀⽇コース 

粉状に削ったパステルを指で塗って描いて
いきます。お⼦様から年配の⽅まで、絵が苦
⼿でも簡単に描くことができます。 

とんぼ⽟＆天然⽯
(誕⽣⽯)のオリジナ
ルブレスレット 

５⽉ 24 ⽇(⾦) 
７⽉ 26 ⽇(⾦) 

午前 10 時〜12 時 １５
2,200 円 

※⼀⽇コース 

お好きなとんぼ⽟と天然⽯(誕⽣⽯)を選んで
オリジナルブレスレットを作ります。 
※ドリンク付 

とんぼ⽟の 
ネックレス作り ６⽉ 14 ⽇(⾦) 午前 10 時〜12 時 １５ 2,000 円 お好きなとんぼ⽟を選んでネックレスを作

ります。 ※ドリンク付 


