
体験講座日程表 (令和4年度)

※予定のため、日程や内容が変更をなる可能性があります。実際の内容は、募集月の広報いわぬまやホームページでご確認ください。
止

お菓子・パン・料理 雑費ペイント フラワーアレンジ 専セ極 lブ,シ“′持 ザリング
'

農産加エ 稼廊葉田 農産畑エ 初めてのオ…デ三ンク

只木 満理 先生 曳地 未紀 先生 山本 明美 先生 小泉 富士子先生 布田 最子 先生 摩弁
=発

生 藤井 承先生 曹庫 競也先生

4月

4カ4(日 ,10時 ～13時

お薬子■パン教室

4/21(本)①O時30分 ～12時

②13時～16時 30坊

食器絵付け休強

4/10(月 ),0時 90分 ～15時

初心者向Iサ基本のアレンジ

生花のラウンドスタイル

4/1'(日 )① lo時ao分～12'1

②,3時30分 ～15F寺

ガーデンマスコット作り
(ミズゴケてモスアニマル作り)

4/10(日 )14時～16時

トマト、ナス等の植え付け隼
構

季節の構甥を使用
糟え作り

4/14(木),0時～11時

した窃七}

S月

5/22(日 )10時 ～19時

お葉子&バン教室

5/19(ホ)CO時30分～12時

②13時～15時 30朔

ブリ■にベイント

5/16(月 ),3時 30分 ～15時

季節の生花のアレンジ

5/15(日 )① iO時30分 ～12時

②13時30分 ～16時

アロマスブレー作し)

5/8(日 ),4時～16時

トマト、ナス等の歳培曽理

0/12(木 )10時 ～11時

ンヽギ季節の植物を使用した′
ングバスケット作り

6月

0/10(日 )10時 ～13時

お薬子&パン教室

(父 の日教室)

0/16(ホ )Ce時30分～,2時

④19時～15時 30分

ジエルキヤンドル

0/,0(月 ),0]130分 ～15時

生花のウェディングブーケ

S/10(日 )① iOtt30分 ～,2時

②10時30分～15時

プランツギャザリング
(敏葉植物てルーティブーケ)

淳せん .

0/12(日 ),4時～,6時

きゆうり、いんIザ ん等の歳培
曽理

6/未 定()10時～11時

終根革を使った花壇作りと曽
嚢方法

7/3(日 ),0時 ～13時

料理教室

7月

,/24(日 ),0時～13時

お薬子&パシ軟室

'/21(ホ
)①O時 30分～12時

②,a時～lS時90分

トートバックにベイント

7/10(月 )10時 aO分 ～15時

お子様も楽しめる
かんたんアレンジ

7/1,(日 )① 10時30分 ～12闘

②ia時80分～IS鴎

アロマ′ヽ・Aツルト、アロマ′ヽ・λホ'ム 作

7/24(日 ,13時～10時

しそジュース作り

8月

a/21(日 ),0時～19時

お素子ユパレ敏室

a/1B(ホ)①o時00分 ～12時

②13時 ～16時 90分

ガラスのスプーン作り

a/8(月 )13時 ao分 ～15時

お仏壇のプリザープドフラ ハーバリつムのようなジェル
キヤンドル作り

8/21(日 )①,0時10分 ～12時

②13時00分 ～15'1

0/14(日 )14時～16時

白菜.,マ ネギなどの構種隼
構

9月

D/11(日 )10時～

“

時

お崇子&パン教窒

9/15(木〉Cけ時30分～12時

②13時～16時 30朔

カゴ
`こ

ペイント

0/10(月 )13時 30分 ～15時

季節のアレンジ

9/1B(日 )① 10時30分～12時

②13時90分 ～15「奇

アロマワックスサンェ作り

0/11(日 ),4時～,0時

ホウレンツウ、ダイコンなどの
播疵摯備

0/ホ定(),o時～II時

未定

10月

iO/23(日 ),0時 ～19時

お革子■、パシ教室

10/,0(木 )①O時 90分 ～12'1

②19時 ～16時 30

査樹絵付け

,0/1,(月 ),0時 30分 ～15時

季節のアレンジ プランツキャザリング
(秋の寄せ植え)

10/16(日 )① 10時eo分～12'

②13時30分 ～15R

10/2(日 ),4時～16時

'マ

ネギなどの段培

iO/未 定 ()IO時・‐H時

未定

11月

11々0(日 ),0時～13時

お薬子&パン敬室

11/24(ホ )①け時30分 ～12崎

②13時～15時 30

木エリースにトールξデコ

11/21(月 ),3時 30分 ～15時

クリスマス飾りを作ろう

11/20(日 )①,0時30分 ～12

②ia蒔30分 ～IS

プランツギャザリング
(クリスマスの各せ植え)

,1/0(日 )14時～10時

たくあん、ハクサイの漬け方

11/13(日 )0時 90分 ～,3時

こんにゃく作り

12/4(日 ),0,'～ 12時

'黒夏の表かた
ホームベーカリーでの′

12/iO(■ )10時 ～19時

料理機室
12月

12/18(日 )iO時 ～13時

クリスマスケーキ教室

12/1S(ホ )①e時30分～,2四

②,3時～15時 30

クリスマスキヤンドル

12/26(月 ),3時 30分 ～15時

お正月の生花アレンジ

12/,a(日 )① iOttao分 ～,2

②ia時30分 ～1馴

プランツギヤザリング
(お正月の寄せ槽え)

12/11(日 )0時 30分 ～13時

こんにやく作り

,p/未 定 ()10時 ～ 11時

未定

1月

1/22(日 )10時 ～18時

お革子とパン数室

1/19(ホ )Cり時30分 ～12時

②19時～15時 30劣

20Pa千 支木工うさぎ

1/16(月 ),3時 30分 ～15時

髪飾り作り

1/22(日 )①10賄30分 ～12競

②13時30分 ～15Я寺

多肉橘物の著せ橘え

1/8(日 )0時 30分 ～13時

こんにゃく作り

2/0(日 )14時～16時

ヨーグルト、甘酒の作り方

2月

2/12(日 ),0時 ～10時

′`レンタインお薬予敦室

2/10(本 )①O時30分～12時

②19時～15時 90′′,

コースターにトールtデヨ

2々 ,(月 )19時 90分 ～15時

ひなまつりの生花アレンジ

2/10(日 )① 10時30分 ～12時

②13時30分～15時

プランツギヤザリング

(早春の寄せ橘え)

2/26(日 )① 10時～12時

漬物執室(白菜キムテ)

r師〔布田 先生 2/10(金 )0時 90分 ～19時

こんにゃく作り

3月

3/12(日 ),0時 ～,3時

お薬子とパン&料理級室

9/1S(本 )①O時 SO分～12時

②13時～15時 30分

コルクポードにベイント

3/201月 )i3時 30分 ～15時

プリザープドフラワーアレンジ プランツキャザリング
(春の寄せ柏え)

0/,0(日 ,①10時30分 ～1?用

②13時30分～15円

3/5(日 )14貯～16時

ジヤガイモの増培

曾 計
全 刊4回 全 24回 全 12回 全24回 全 1回 全 8回 全7回 全 6回


