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●CD・DVD・ブルーレイ／5%割引
※定価販売商品に限ります
※現金支払いのみ
※その他のサービスとの併用はできません



小学生
幼児（未就学児）



平日／30%割引 休前日 ／10%割引



提携文化教室のご案内
えんてつ百貨店友の会

●友の会会員の皆様も何か習い事を始めてみませんか。一日体験や見学、受講を希望される方は、各講座の連絡先に直接お問合せください。その際には、必ず「友の会会員」であることを
お申しつけください。また、最初に受講する際は「友の会会員証」をご提示くださいませ。
●浜松を中心にご活躍されている先生方と提携して「友の会提携文化教室」を開講いたします。各分野で名誉ある賞を受けられた方々や日展に入選されている先生、日本国内のみならず
世界各国でもご活躍の先生方など、その実力は折り紙付きです。また気さくなお人柄と温かみのある教示法で人気のある先生ばかりです。

「クッキングサロン・マイキッチン」

料理
「磯村書道教室」

書道
「福南会」

書道

講 師／● 長田仁子
会場・連絡先／● 浜松市中区富塚町1486-15

TEL.053（473）8117
日 時／● 第1・第3火曜日 10:30～13：00 

第2・第4金曜日  10：30～13：00 
和・洋・中、他、世界の家庭料理と
和洋デザート、手作りオリジナル

入会金／● 2,000円
受講料／● 月2回・4,500円 

月1回・2,500円
会員特典／● 入会金1,000円割引

◎無料体験コース他、お問合せください。

講 師／● 磯村 厚
会場・連絡先／● 浜松市中区神明町315-17

TEL.053（452）3005
携帯 090（7675）9713

日 時／● 一般・月3回 水曜日 10：00～12：00
学生・月3回 火曜日 16：00～19：00
学生・月3回 土曜日 13：00～16：00

入会金／● 2,000円
受講料／● 月3回・5,000円

（初心者コースは3,500円）
会員特典／● 入会金免除

◎無料体験あります。お問合せください。

◎体験教室／各教室または土日・2時間・2,500円
 （随時受付・お電話でお問合せください）

講 師／● 土井汀花
会場・連絡先／● 磐田市南田21

携帯 090（8732）8928
FAX.0538（55）3479
他に、有玉教室・豊岡教室・磐田
教室・可睡の杜教室・新原教室・
平口教室・下石田教室・愛野教室

日 時／● 1回50分
月3回都合のつく日時に
どこの教室でも可

入会金／● 3,000円
受講料／● 1回50分・月3回

師範取得コース・5,000円
会員特典／● 入会金免除　見学1回体験無料

◎お稽古日は、ご希望に応じて曜日や時間･会場
のシフトが可能です。お問合せください。

「鎌倉彫 藍の会」

鎌倉彫

講 師／● 鎌倉彫教授会師範  
宮本孝子（藍翠）

会場・連絡先／● 浜松市中区天神町5-53
TEL.053（461）1453

日 時／● 第1火曜日 13：30～15：30
受講料／● 月1回・3,000円（材料費・別途）
会員特典／● 1日体験で作品を完成

お持ち帰りいただけます
◎1日体験・見学、お問合せください。

全国料理学校協会加盟校「クッキングスタジオ チャコ」
パン・ケーキ・料理

講 師／● 杉田久子
会場・連絡先／● 浜松市南区安松町53-1 TEL.053（466）0780
日 時／● ●焼きたてパン講座（2ヵ月に1回）

　  第2土曜日 10：00～13：00
●楽しいケーキづくりと焼きたてパン講座（月1回）
　  第3土曜日 10：00～13：00
　  第3土曜日 14:00～17：00
●ルンルンクッキング（料理講座・月1回）
　  第3水曜日 19：00～21：30
　  第3木曜日 10:30～13：00
　
　
 第3金曜日 10：30～13：00

　
 第4水曜日 19：00～21：30

　
 第4木曜日 19：00～21：30

　
 第4金曜日 19：00～21：30

　
 第4土曜日 16：00～18：30 

　
～ の中から都合のよいコースを選択していただけます

受 講 料／● 毎月1回（材料費含）

　会員特典／●

●焼きたてパン講座 4,900円
●ケーキ・パン講座 5,000円
●ルンルンクッキング 5,000円

◎食育インストラクターや教師資格取得が可能です。

装道分院「イケガヤ礼法きもの学院」

きもの着付け
「藤木ヒロコ編&織学院」

手織り（卓上）と手編み
「マリドール オリジナルズ」

ビスクドール（磁器人形）

講 師／● 池ヶ谷しづ
会場・連絡先／● 浜松市東区宮竹町437-6

TEL.053（465）6310
日 時／● 入学随時受付

着装（月4回）
　毎週木曜日 19：30～21：30
礼法（月2回）
　第1・第3水曜日 19：30～21：30

入会金／● 2,000円
受講料／● 着装（月4回）4,000円

礼法（月2回）3,000円
（教科書代、教材別途）

会員特典／● 入会金1,000円割引

「布絵の会高師本郷教室」

布絵

講 師／● 杉浦捷子
会場・連絡先／● 豊橋市浜道町50-7

本郷地区市民館
TEL.0532（46）8487
自宅 0532（32）1885

日 時／● 第3木曜日  10：00～12：00
入会金／● 5,000円
受講料／● 月1回・3,500円（材料費含）
会員特典／● 入会金免除

「紙高会」

ちぎり絵

講 師／● 高山まち子
会場・連絡先／● 浜松市中区早出町1127-4

TEL.053（461）3717
他にアクトコングレスセンター教室

日 時／● 第1火曜日  13：30～15：30
入会金／● 3,000円
受講料／● 月1回・3,000円（材料費別途）
会員特典／● 入会金免除

「風草の会」

欧風 野の花刺しゅう

講 師／● 安部恭子
会場・連絡先／● 浜松市中区板屋町

アクト研修センター
TEL.03（5964）1804
携帯 090（6211）8973

日 時／● 第3水曜日・第3木曜日
9：30～12：00

入会金／● 7,000円
受講料／● 月2回・7,000円
会員特典／● 入会金免除

「繍工房・まゆの会」

日本刺繍

講 師／● 末吉節子
会場・連絡先／● 掛川市本郷111-26

TEL.0537（26）1280
携帯 090（3559）7831

日 時／● ●日曜日 1 （ 室教日 本郷、自宅・月1回）
●月曜日 森教室 （森町栄町公民館）
●火曜日 1 （ 室教日 本郷、自宅・月1回）
●水曜日 1 月・松浜（ 室教日 1回）
●水曜日 夜教室 ）宅自、郷本（ 
●木曜日 掛川教室 （掛川生涯学習センター）
●金曜日 磐田教室 （ワークピア磐田）
月2回・10：00～12：00 

入会金／● 3,000円
受講料／● 月2回・5,000円（材料費別途）
会員特典／● 入会金免除・体験500円割引

ふしぎな花倶楽部「ホビーハウスアルタ」

押花

講 師／● 鈴木滋子
会場・連絡先／● 浜松市中区佐藤3-21-11

ホビーハウスアルタ
TEL.053（465）6190

日 時／● 毎週月曜日  9：30～12：00
 13：30～16：00
第1・第3金曜日 13：30～16：00

会 場／● 磐田市見付公民館
日 時／● 第3土曜日 9：30～11：30

入会金／● 2,000円
受講料／● 4回分・5,000円 

完全チケット制（材料費別途）

受講料／● 月1回3ヵ月分前納3,000円
（材料費別途）

会員特典／● 入会金免除

講 師／● 徳武節子
会場・連絡先／● 浜松市南区新橋町589-2

TEL.053（449）5350
日 時／● ●生涯学習センター社会保険センター浜松

　第1・第3水曜日 13：00～15：00
●茶房「茶々」（浜松市南区立野町）
　第1・第3木曜日 13：30～15：30
●ギャラリークリーム（浜松市中区和合町）
　第1・第3金曜日 10：00～12：00
●鷲津コミュニティ防災センター（湖西市）
　第1・第3水曜日 19：00～21：00
●自宅（浜松市南区新橋町）
　第1・第3月曜日］ 10：00～12：00　第1・第3火曜日

受講料／● 2時間・1,000円（材料費別途）
会員特典／● 1日体験での材料費無料

「Shikisaiヨーロピアンフラワーデザインスクール」

フラワーアレンジメント

講 師／● 川島常可
会場・連絡先／● 浜松市中区城北2-19-18

TEL.053（471）8711
日 時／● 月曜日 19：30～21：30

火曜日 10：00～12：00
木曜日 17：00～19：00
個人レッスン有（要相談）

入会金／● 3,000円
受講料／● 月3回・11,000円（税別）（花･材料費含）
会員特典／● 入会金1,000円割引

最初の1回は無料体験

「ジャワ更紗の会」

インドネシア更紗

講 師／● 金原絢子
会場・連絡先／● 浜松市中区佐藤2-6-1

TEL.053（460）7707
携帯 090（3936）1546

日 時／● 第1・第3金曜日 10：00～12：00
第2・第4水曜日
　午前教室 10：00～12：00
　午後教室 13：00～15：00
　夜教室 18：30～21：00
［伊左地教室］
第2木曜日 13:00～15：00

入会金／● 2,000円
受講料／● 月2回・4,000円（材料費別途）
会員特典／● 入会金免除

講 師／● 藤木ヒロコ・草島あきこ

受講料／● 月2回・3,240円（材料費別途）
入会金／● 2,000円

受講料／● 月4回・4,320円（材料費別途）
入会金／● 2,000円

会員特典／● 両教室とも入学金免除

講 師／● 伊藤真理子
会場・連絡先／● 袋井市愛野2-8-1

TEL.0538（24）7516
（愛野駅より徒歩3分）

受講料／● 月1回・5,000円
2回目以降・3,000円

会員特典／● 無料体験
（3回で1体のビスクドールを作ります）

「とくたけせつこ木目込み人形教室」

木目込み人形

会場・連絡先／● 浜松市中区鴨江3-35-32
　藤木 TEL.053（452）1069
　草島 TEL.053（454）0291

日 時／● 月曜日 13：30～15：30
木曜日 18：30～20：30

月（】り織手【 2回）

日 時／● 月曜日 13：15～15：30
木曜日 18：30～20：45

月（】み編手【 4回）

日 時／● 第1水曜日
第2月曜日
第2木曜日
第2・第4土曜日
日曜日（不定期）
　鋳込み指導、人形の小物づくり

10：00～15：00

初回受講料2,000円割引


