
開講曜日 クラス名 開講週 開始時刻 再開日

月 やさしいシャンソン 第２・４ 10:30 7月27日

月 英語で歌う・スタンダードポップス 第１・３ 10:30 7月6日

月 懐かしのフォークソングを歌う 第２・４ 13:00 7月13日

月 Let's ショークワイア 第１・３ 14:30 未定

月 やさしいピアノ（個人30分) 毎週 15:00 7月13日

月 楽しいウクレレソロ（個人30分） 第２・４ 15:00 6月8日

月 楽しいウクレレソロ（個人45分） 第２・４ 15:00 6月8日

月 はじめてみよう ジャズヴォーカル 第１・３ 19:00 未定

火 クラシック・ヴォイストレーニング（個人30分） 第２・４ 10:30 未定

火 歌謡曲を歌いこなそう 第１・３ 10:30 10月

火 ジャズ・ボーカル 第２・４ 11:00 7月14日

火 大人のフルートレッスン（個人30分） 第１・３ 12:00 7月7日

火 大人のフルートレッスン（個人45分） 第１・３ 12:00 7月7日

火 声と健康「シニアボイストレーニング」A 毎週 14:00 未定

火 声と健康「シニアボイストレーニング」B 毎週 15:00 未定

火 五城美穂歌謡教室 毎週 17:15 未定

火 リコーダー アンサンブル 第２・４ 18:30 CLOSE

火 スティールパン 第１・３ 19:30 7月7日

水 楽しいコーラス 第１・３ 10:30 未定

水 美しい名曲の調べ 第２・４ 10:30 未定

水 水曜大人のためのピアノ（個人30分） 第１・３ 13:00 CLOSE

水 水曜大人のためのピアノ（個人30分） 第２・４ 13:00 7月8日

水 やさしいオカリナ 第１・３ 13:00 未定

水 クラシック・ヴォイストレーニングと名曲 第２・４ 13:00 未定

水 中高年から始める　らくらくピアノ(R) 第２・４ 15:00 6月10日

水 ギターレッスン（個人30分） 第２・４ 15:30 6月10日

水 ゴスペルコーラス 第１・３ 19:30 未定

木 ゆっくりピアノ（個人30分） 第１・３ 10:00 7月2日

木 楽しいピアノレッスン（個人30分） 第２・４ 10:00 7月9日

木 ゼロから始める声楽 第２・４ 10:30 未定

木 フェイス・リフティング・ヴォイス 第１・３ 10:45 7月2日

木 自分のためのピアノ時間（個人30分） 第２・４ 12:30 7月9日

木 楽しいクラシックヴォイストレーニング 第２・４ 13:00 未定

木 ピアノでうたう抒情歌 第１・３ 13:00 未定

木 深江ゆかのシャンソンを唄う 第２・４ 13:00 未定

木 ティン・ホイッスルを奏でよう＜入門＞ 第２・４ 15:00 未定

木 小出茂のウクレレ 第１・３ 15:00 未定



木 ティン・ホイッスルを奏でよう＜中級＞ 第２・４ 15:30 未定

木 自由が丘フォーク歌声広場 第２・４ 15:45 未定

木 木曜のゆったりピアノ（個人30分） 毎週 16:00 未定

木 木曜のゆったりピアノ（個人30分）＜１・３＞ 第１・３ 16:00 未定

木 木曜のゆったりピアノ（個人30分）＜２・４＞ 第２・４ 16:00 未定

木 スタンダード・ジャズ・ヴォーカル 第１・３ 19:00 未定

金 金曜ピアノ（個人30分） 第１・３ 10:30 7月3日

金 みんなの童謡・唱歌 第１・３ 10:30 未定

金 シャンソン「私のパリ」 第２・４ 10:30 7月10日

金 自由が丘で朝ジャズ 第２・４ 10:30 未定

金 本多厚美のインターナショナルヴォイストレーニング（個人30分）第２・４ 13:00 7月10日

金 深江ゆかのシャンソンを唄う 第２・４ 13:15 未定

金 ジョージ松下・ハワイの歌 第２・４ 14:20 7月31日

金 賛美歌を歌おう 第１・３ 14:30 未定

金 本多厚美のインターナショナルヴォイストレーニング　入門編 第２・４ 15:00 7月10日

金 ウクレレをハワイの歌に乗せて！ 第２・４ 16:00 7月31日

金 カンツォーネ 毎週 19:00 7月10日

土 新しい弦楽器・ヴィオリラ（個人30分） 第１・３ 10:00 7月4日

土 癒やしの竪琴 ライアー（個人30分） 第１・３ 10:00 6月6日

土 大人のための発声教室 第１・３ 13:30 7月18日

土 土曜ピアノ教室(個人30分) 第１・３ 14:00 7月4日

日 ポピュラーピアノ（個人40分） 第２・４ 10:00 7月12日

日 バイオリン教室*60分＜個人レッスン＞ 毎週 10:00 7月12日

日 バイオリン教室（個人20分） 毎週 10:20 7月12日

日 フルート教室（個人25分） 毎週 13:00 6月21日

日 フルート教室（個人25分/1・3日） 第１・３ 13:00 6月21日

日 フルート教室（個人25分/2・4日） 第２・４ 13:00 6月28日

日 フルート教室・隔週（５０分） 第２・４ 13:00 6月28日


