
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※ お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。

伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。

TELTELTELTEL    ８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）

ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。

応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。

なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認

ください。ください。ください。ください。

※生涯学習講座は全講座とも成人対象です。

※いの町在住または町内に勤務している方を優先させていただきます。

※各講座とも応募者が５名に満たない場合は、講座開催を中止する場合もあります。

※参加費は各講座の開催日に集めます。

※キャンセルをされた場合、参加費をいただくことがありますのでご了承ください。

※持ち物等の詳細については抽選結果と同時にお知らせします。

お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。

伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。

８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）

ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。

応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。

なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認

ください。ください。ください。ください。    

※生涯学習講座は全講座とも成人対象です。

※いの町在住または町内に勤務している方を優先させていただきます。

※各講座とも応募者が５名に満たない場合は、講座開催を中止する場合もあります。

※参加費は各講座の開催日に集めます。

※キャンセルをされた場合、参加費をいただくことがありますのでご了承ください。

※持ち物等の詳細については抽選結果と同時にお知らせします。

申申申申しししし

お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。

伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。

８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）

ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。

応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。

なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認

※生涯学習講座は全講座とも成人対象です。

※いの町在住または町内に勤務している方を優先させていただきます。

※各講座とも応募者が５名に満たない場合は、講座開催を中止する場合もあります。

※参加費は各講座の開催日に集めます。

※キャンセルをされた場合、参加費をいただくことがありますのでご了承ください。

※持ち物等の詳細については抽選結果と同時にお知らせします。

しししし込込込込みみみみ

お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。

伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。

８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）

ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。

応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。

なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認

※生涯学習講座は全講座とも成人対象です。

※いの町在住または町内に勤務している方を優先させていただきます。

※各講座とも応募者が５名に満たない場合は、講座開催を中止する場合もあります。

※参加費は各講座の開催日に集めます。

※キャンセルをされた場合、参加費をいただくことがありますのでご了承ください。

※持ち物等の詳細については抽選結果と同時にお知らせします。

みみみみ方法方法方法方法

お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。

伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。

８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）

ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。

応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。

なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認

※生涯学習講座は全講座とも成人対象です。 

※いの町在住または町内に勤務している方を優先させていただきます。

※各講座とも応募者が５名に満たない場合は、講座開催を中止する場合もあります。

※参加費は各講座の開催日に集めます。 

※キャンセルをされた場合、参加費をいただくことがありますのでご了承ください。

※持ち物等の詳細については抽選結果と同時にお知らせします。

方法方法方法方法    

お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。

伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。

８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）８９３－２０１２（８時３０分～１７時１５分）    

ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。

応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。

なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認

※いの町在住または町内に勤務している方を優先させていただきます。

※各講座とも応募者が５名に満たない場合は、講座開催を中止する場合もあります。

※キャンセルをされた場合、参加費をいただくことがありますのでご了承ください。

※持ち物等の詳細については抽選結果と同時にお知らせします。

お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。

伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。伊野公民館窓口へ直接、またはお電話でお申し込みください。    

ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。ただし、土・日・祝日は受付できませんのでご了承願います。    

応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。応募者多数の場合は抽選とさせていただき、開催日５日前までにご連絡します。

なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認なお、定員に満たない講座については締切日以降も受け付ける場合がありますので、ご確認

※いの町在住または町内に勤務している方を優先させていただきます。

※各講座とも応募者が５名に満たない場合は、講座開催を中止する場合もあります。

※キャンセルをされた場合、参加費をいただくことがありますのでご了承ください。

※持ち物等の詳細については抽選結果と同時にお知らせします。 

お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。お申し込みについては、各講座ともそれぞれの締切日まで受け付けます。    
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高知県立青少年体育館高知県立青少年体育館高知県立青少年体育館高知県立青少年体育館    

【参【参【参【参    加加加加    費】費】費】費】

弘和さん弘和さん弘和さん弘和さん（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）

体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の

【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時

今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王

青少年体育館は知っているけど、青少年体育館は知っているけど、青少年体育館は知っているけど、青少年体育館は知っているけど、

パワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストに

続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。

お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、

日（日（日（日（火火火火））））・２月３日（火）・２月３日（火）・２月３日（火）・２月３日（火）

時時時時３０分３０分３０分３０分        

    中会議室１中会議室１中会議室１中会議室１

                                                        

日（日（日（日（金金金金）１７時）１７時）１７時）１７時

２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。

材料はご自分で用意していただきます。材料はご自分で用意していただきます。材料はご自分で用意していただきます。材料はご自分で用意していただきます。

寒い日のお出かけアイテム「ニット帽」。寒い日のお出かけアイテム「ニット帽」。寒い日のお出かけアイテム「ニット帽」。寒い日のお出かけアイテム「ニット帽」。自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？

もももも大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎!!!!!!!!        

時】平成２７年２月４日（水時】平成２７年２月４日（水時】平成２７年２月４日（水時】平成２７年２月４日（水））））９時３０分～１２９時３０分～１２９時３０分～１２９時３０分～１２

    栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室

費】費】費】費】１０００１０００１０００１０００

「くらうど」ＱＲＡＵＤ「くらうど」ＱＲＡＵＤ「くらうど」ＱＲＡＵＤ「くらうど」ＱＲＡＵＤ

日（金）１７時日（金）１７時日（金）１７時日（金）１７時

清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子

「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて

バレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人に

日（日（日（日（木木木木））））１９時～２１時１９時～２１時１９時～２１時１９時～２１時

日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分

    トレーニング室トレーニング室トレーニング室トレーニング室

費】費】費】費】５００円５００円５００円５００円    

（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）

体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の

【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時

今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王

青少年体育館は知っているけど、青少年体育館は知っているけど、青少年体育館は知っているけど、青少年体育館は知っているけど、トレーニング室があるトレーニング室があるトレーニング室があるトレーニング室がある

パワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストに

続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。

お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、

・２月３日（火）・２月３日（火）・２月３日（火）・２月３日（火）    

    

中会議室１中会議室１中会議室１中会議室１        【定【定【定【定        

                                                        【講【講【講【講        

）１７時）１７時）１７時）１７時    

２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。

材料はご自分で用意していただきます。材料はご自分で用意していただきます。材料はご自分で用意していただきます。材料はご自分で用意していただきます。詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後

自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？

    

９時３０分～１２９時３０分～１２９時３０分～１２９時３０分～１２

栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室

１０００１０００１０００１０００円円円円    

「くらうど」ＱＲＡＵＤ「くらうど」ＱＲＡＵＤ「くらうど」ＱＲＡＵＤ「くらうど」ＱＲＡＵＤ    

日（金）１７時日（金）１７時日（金）１７時日（金）１７時                    

清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子

「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて

バレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人に

１９時～２１時１９時～２１時１９時～２１時１９時～２１時    

日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分

トレーニング室トレーニング室トレーニング室トレーニング室    

    

（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）

体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の

【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時【締め切り】平成２７年１月１６日（金）１７時    

今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王今回のもっと「いの」を知ろうシリーズは、天王地区地区地区地区にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。

トレーニング室があるトレーニング室があるトレーニング室があるトレーニング室がある

パワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストにパワーリフティングのスペシャリストにトレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、

続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。

お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、

    

        員】１５員】１５員】１５員】１５

        師】師】師】師】あみもの講師あみもの講師あみもの講師あみもの講師

２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。

詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後

自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？

９時３０分～１２９時３０分～１２９時３０分～１２９時３０分～１２時時時時        

栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室栄養実習室・食生活改善教室    

    料理長料理長料理長料理長    濵田濵田濵田濵田

                    

清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子

「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えて「ココアとナッツのパウンドケーキ」を教えていただきますいただきますいただきますいただきます

バレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人にバレンタインより少し前に覚えて、大切な人にプレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡

    

日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分日（木）１９時～２０時３０分    

（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）

体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員の体育協会公認パワーリフティング指導員のみなさんみなさんみなさんみなさん

にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。

トレーニング室があるトレーニング室があるトレーニング室があるトレーニング室がある事事事事は知らないは知らないは知らないは知らない

トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、

続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。

お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、お仕事帰りのお父さん、ちょっと筋肉を鍛えたいなぁという方、これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？

員】１５員】１５員】１５員】１５名名名名                

あみもの講師あみもの講師あみもの講師あみもの講師    

２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。

詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後詳しい内容は参加決定後お知らせします。お知らせします。お知らせします。お知らせします。

自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？

    

濵田濵田濵田濵田    真己さん真己さん真己さん真己さん

清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。    

プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡

（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）

みなさんみなさんみなさんみなさん    

にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。

は知らないは知らないは知らないは知らないのでは・・・のでは・・・のでは・・・のでは・・・

トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、

続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。

これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？

    佐竹佐竹佐竹佐竹    幸子さん幸子さん幸子さん幸子さん

２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。

お知らせします。お知らせします。お知らせします。お知らせします。

自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？自分の好みの糸で編んでみませんか？        

真己さん真己さん真己さん真己さん    

清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子

プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡

（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）（高知県パワーリフティング協会理事・元気クラブ代表）    

にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。にある県立の施設のご紹介です。    

のでは・・・のでは・・・のでは・・・のでは・・・？？？？    

トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、

続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。続けて、通って、鍛えられるようになっていただこうと企画しました。    

これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？

幸子さん幸子さん幸子さん幸子さん    

２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。２種類のデザイン（棒針編みまたはかぎ針編み）のどちらかを作っていただきます。    

お知らせします。お知らせします。お知らせします。お知らせします。    

清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子清流仁淀川のほとりに佇む「くらうど」の料理長からバレンタインのおしゃれなお菓子    

プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡プレゼントするのはいかがですか？♡    

    

トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、

これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？

トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、トレーニングマシーンの効果的な使い方を教えていただき、

これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？これをきっかけにしてみませんか？    


