
「29 年度 ゆるゆる田舎塾」年間受講申込書 兼 御予約状況確認票 

氏  名 

ふりがな 受付番号 

 

住  所 
〒 

生年月日 年   月   日（   歳） 

連絡方法 

 電  話   F A X  

 携帯電話   メールアドレス  

※事務局からの連絡方法で都合のよいものに○を付けてください。 

 連絡先が明記されていない場合はお断りすることがありますのでご注意ください。 

■受付期間    平成 29年 3月 4 日（土）より受付開始（それ以降は随時受付します） 

■申込方法  申込用紙に必要事項を記入し、道の駅本館事務所まで直接持参または郵送してくだ

さい。電話・FAX・Eメールでは申し込みできませんので、ご注意ください。申込者多数の場合は

ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。後日決定の上、通知いたします。 

■受講上の注意  ゆるゆる田舎塾では、原則、当日から 5日前までの間のキャンセルにつきまし

てはお受けいたしかねます。受講料は頂くこととなりますので、その点は十分にご承知の上でお

申し込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

■受講料と持ち物  受講料と持ち物は、教室によって異なりますので、その都度月毎の配布パン

フレットを必ずご一読いただきますようお願いいたします。 

■その他  ご記入いただきました個人情報は、当講座に関わる目的にのみ使用します。受講可否

通知及び受講中の事務連絡のみを利用目的とし、適切に管理させていただきます。 

■受講希望講座  希望の講座の□に印を記入してください。午前と午後の別がある場合には、

午前または午後のどちらかを選択してください。受講可・キャンセル待ちの欄には何も記入しない

でください。受講が可能ならば「受講可」に○印を、現在の予約状況では受付ができない場合に

は「キャンセル待ち」に○印を事務局の方で記入して、この用紙の控えを後日返送いたします。 

 

□4月 1日(土)  関みどりさん（アトリエ Dollie）のグラスアート教室 

受講可・キャンセル待ち 

□4月 15 日(土) 福谷玲子さん（ミナーレ）のトールペイント教室 

受講可・キャンセル待ち 

□4月 16 日(日) 田邊夏紀さん（YogaNadi 鳥取）の賣沼神社 de 美活ヨガ 

受講可・キャンセル待ち 

□5月 7日(日)  中村建治さん（白谷工房）の寄木細工教室 

受講可・キャンセル待ち 

□5月 13 日(土) 西尾正道さん（染空閑 240）の染色体験教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□5月 14 日(日) 井筒美穂さん（はんなり）のプリザーブドフラワー教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□6月 4日(日)  田中文子さん（アートスペース・エフェ）のガラスアクセサリー教室 

受講可・キャンセル待ち 

□6月 24 日(土) 齋江範人さん（仁人竹工房）の竹細工教室 

受講可・キャンセル待ち 

□6月 25 日(日) 池本百代さん（ガーデンかしの木）の夏のガーデニング教室 

 受講可・キャンセル待ち 

http://www.tottori-inaba-gt.jp/?author=4


■受講希望講座  希望の講座の□に印を記入してください。午前と午後の別がある場合には、

午前または午後のどちらかを選択してください。受講が可能ならば「受講可」に○印を、現在の

予約状況では受付ができない場合には「キャンセル待ち」に○印を事務局の方で記入して、この

用紙の控えを後日返送いたします。 

 

□7 月 1日(土)  前田富美子さん（サニープレイス）の布小物教室 

受講可・キャンセル待ち 

□7月 2日(日)  山根教子さん（鳥取市）の樹脂粘土人形教室 

受講可・キャンセル待ち 

□7月 23 日(日) 中嶋和子さん（クラフト工房 K）のクラフトテープ教室 

受講可（一部：午前 10 時～  二部：午後 1時 30 分～）・キャンセル待ち 

□8月 6日(日)  あすなろ手芸店さん（岩美町）のモリトツナガルワークショップ 

 受講可・キャンセル待ち 

□8月 19 日(土) 河本綾子さん（三毛猫 Rock）の樹脂アクセサリー教室 

 受講可（一部：午後 1時 30 分～  二部：午後 2時 30 分～  三部：午後 3時 30 分～）・キャンセル待ち 

□8月 20 日(日) 山田貞子さん（ローズ・ガーデン）のソフト粘土教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□9月 2日(土)  山根芳子さん（上神山窯・かづわざんがま）の陶芸教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□9月 3日(日)  笠原幸代さん（Happiness.）のワイヤークラフト教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□9月 23 日(土)  平木幸江さん（がくすみ流師範）のおし花小物教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□10 月 14 日(土) 山口敬子さん（さくら工芸品工房 茜工房）の草木染体験教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□10 月 21 日(土) 石井博文さん（Glass works negy）のとんぼ玉教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□10 月 22 日(日) 長島明子さん（野菜ソムリエ上級プロ）の野菜ソムリエセミナー 

 受講可・キャンセル待ち 

□11 月 18 日(土) クラフト工房ローダンセさん（佐治町）の七宝焼体験 

 受講可・キャンセル待ち 

□11 月 19 日(日) 岡村真由美さん（FUTABA）のペーパーデコレーション教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□11 月 26 日(日) 井口太志さん（創作花工房 ブロッサム・デコ）のクリスマススワッグ教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□12 月 9 日(土)  引田小百合さん（rospo）の消しゴムはんこ教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□12 月 10 日(日) 日比政子さん（Sweet Rose）のポーセラーツ教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□12 月 30 日(日) 兒嶋陽子さん（フラワー工房 HaRu）のお正月用フラワーアレンジメント 

 受講可・キャンセル待ち 

□1月 13 日(土)  松本豪平さん（ねじまき鳥靴工房）の革小物教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□1月 14 日(日)  山根教子さん（鳥取市）の樹脂粘土人形教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□1月 21 日(日) 中村美由紀さん（Miyuki 工房）の手作り石けん教室 

 受講可・キャンセル待ち 



■受講希望講座  希望の講座の□に印を記入してください。午前と午後の別がある場合には、

午前または午後のどちらかを選択してください。受講が可能ならば「受講可」に○印を、現在の

予約状況では受付ができない場合には「キャンセル待ち」に○印を事務局の方で記入して、この

用紙の控えを後日返送いたします。 

 

□2 月 4日(日)  西尾美絵さん（つまみ細工 雛）のつまみ細工教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□2月 24 日(土) 壱岐葉子さん（河原町）の和紙折紙教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□2月 25 日(日) 木村貴代香さん（手作りのおみやげやさん きき）のビーズアクセサリー教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□3月 4日(日)  芦沢保憲さん（因久山焼）の陶芸教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□3月 24 日(土)  chibico（編み人 ちびこ）さんの編み物教室 

 受講可・キャンセル待ち 

□3月 25 日(日) 志賀由美乃さん（ポスチュアスタイリスト）のポスチュアウォーキング 

 受講可・キャンセル待ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前年度のご予約で、キャンセルが多かった場合には、必ずしもご希望に添えない場合がございます。 

※希望状況によっては、午前と午後の二部開催に変更になる教室もありますのでご了承ください。その

際には、勝手ながら受付順に午前と午後の部の振り分けをさせていただくものとします。 
※一人1枚の受講申込書で、複数の講座の申し込みができます。必要に応じコピーしてご利用ください。 

※ご予約の結果を記入したこの用紙を後日改めて発送いたしますので、それまでは、この用紙の控えを

おとりいただいてお手元に保管しておいてください。 

「地域の学び舎・水辺の学縁マスコットキャラクター」の決定についておしらせ 

現在、道の駅清流茶屋かわはらでは、より地域に根付いた道の駅を目指すため、地域と地域、

人と人との縁を広く結んでいく「地域の学び舎・水辺の学縁」プロジェクトを進めています。

「地域の学び舎・水辺の学縁」では、ものづくりを学ぶ「ゆるゆる田舎塾」や社会見学ツアー

が中心の「いなばスローツーリズム交流会」など、5 つのプログラムを計画しています。そこ

で、「地域の学び舎・水辺の学縁」が、教室やツアーを通じて地域の人材や観光資源の魅力を地

域内外に発信し、より親しみやすい交流の場となるよう、このたび学縁のアイドルとして活動

を一緒に盛り上げてくれるマスコットキャラクターが決定いたしました！ 

皆様から多くのご応募を頂き、ありがとうございました。 

今後は、「地域の学び舎・水辺の学縁」のマスコットキャラクターとして採用し、学縁のアイド

ルとして、広報紙やホームページ、イベントなどに活用してまいります。 

で 

です。 

これからは色んなところ

に登場するので、どうぞ 

よろしくお願いします！ 


