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宵節のランタン奉納と
開運「年菜」ディナー
中華街コンシェルジュ 
　春節（旧正月）を締めくくる最後の行事が元宵節
です。媽祖廟（まそびょう）で行われる奉納舞など、
元宵節の神事を見学します。見学後には健康や長寿
などの意味が込められた料理「年菜」ディナーをお
楽しみください。
◆2/5（日）17:00 ～ 20:30
◆3,300 円（会員 2,750 円）
◆食事代別途 5,500 円
◆保険料 100円

ルリビタキ

22㎝ドールの
本革ブーツと小物

とんぼ玉（日）プチ多肉の寄せ植え
手芸作家　吉川  雅子 
　22cm ドールにぴったりのブーツやバッグを
牛本革で作ります。すべて手縫いで仕上げます。
あなたのドールをスタイリッシュに飾ります。
◆第３土曜 10:00 ～ 12:30
◆３か月 3 回 11,550 円　◆1/21 ～

ガラス作家　芳賀  みづな 
　ガラスをバーナーで溶かし、模様のついた小
さなガラス玉を作ります。ストラップなどオリ
ジナル作品を作ることができます。
◆第２・４日曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月6回 21,780円　◆1/8 ～
◆事前体験 12/11、12/25

は1月期新設講座

色鉛筆で楽しむ細密画
御

み

食
け つ く に

国から 
伝わる食の探求 2023

漫画「孤独のグルメ」原作者 久住  昌之
料理研究家　かわごえ  直子
　「孤独のグルメ」の漫画原作者であ
る久住昌之さんと料理研究家のかわ
ごえ直子さんのお二人が敦賀若狭の
旅と食、地元食材を使った料理のメ
ニューなどを紹介します。地元特産
品のお土産付き。
◆1/29（日）13:00 ～ 14:30
◆3,190円（会員 2,640円）

イラストレーター
河合 ひとみ 
　塗り方の基本から複雑な
色の出し方まで、ぬりえ方
式のテキストで一歩ずつ学
んでいきます。色鉛筆の優
れた特性を活かし、リアル
な絵を描いてみませんか。
◆第 2 土曜 13:00 ～ 15:00
◆3 か月 3回 11,220円
◆1/14 ～
◆事前体験 12/10

ガーデナー　平野 純子
　小さくて愛らし
い多肉植物。寄せ
植えの基本を学び
色鮮やかにアレン
ジしてみません
か。多肉植物は種
類が豊富で色や形
もさまざまです。
成長もゆっくりで
初心者でも育てや
すい人気の植物で
す。講座では２種
類の寄せ植えを作
り、育て方や季節
ごとの管理の仕方
も解説します。
◆1/21（土）13:00 ～ 14:30
◆3,300円
◆教材費 2,000 円

自家製ラーメンスープ
を学ぶ（3 回コース）

野鳥を知り、自然を知る

ウクライナ刺しゅう
（3 回コース） イキモノたちのビーズ

刺繍ブローチ（土曜クラス）

だしソムリエ認定講師
山根  正充 
　スーパーで手に入る食材
だけを使って、おいしい自
家製ラーメンが作れるコツ
をご説明します。煮干し
系、鶏系、豚と鰹のダ
ブルスープも学びます。
◆第３日曜
　14:30 ～ 16:00
◆３か月3 回 11,550 円
◆1/15 ～

日本野鳥の会 参与　安西  英明 
　季節の移り変わ
りを感じながら野
鳥について教室で
学び、時には野外
でバードウォッチ
ングを楽しみます。
◆第４木曜
　13:30 ～ 15:00
◆３か月3回
　10,725円　◆1/26 ～
◆事前体験 12/22

刺しゅう作家　郷野  裕子 
　伝統的な赤いバラや
幾何学模様のクロスス
テッチを学びながら、小
さなバッグを仕上げま
す。タッセルや縁飾りの
ステッチも習うことが
できます。
◆第２水曜
　10:00 ～ 12:00
◆３か月 3 回 9,570 円　◆1/11 ～

ビーズ刺繍作家　金沢  ミチヨ 
　ビーズ刺繍の基本の刺し方を学びながら、動
物たちのブローチを作りましょう。
◆第 2 土曜 10:30 ～ 12:30
◆3 か月3回 10,560円　◆1/14 ～

New

New

ゼロからの
フルマラソン完走講座

食品サンプル

日本ランニング協会認定　ランニングアドバイザー・
ウォーキングアドバイザー　溝口  裕司 
　正しいトレーニ
ングを行えばマラ
ソン完走は夢では
ありません。個人
のレベルに合わせ
て座学と実技の両
方から学びます。
◆第 1・3・5 土曜 10:00 ～ 11:30
◆3 か月6回 18,480 円　◆1/7 ～
◆事前体験 12/3、17

食品さんぷる畑認定講師　野田 美和 
　食品サンプルの
基礎から作り方を
体験していただく
講座です。初心者
から経験者まで一
緒に食品サンプル
の沼にはまりませ
んか。
◆第2火曜 10:30 ～ 12:30
◆3か月3回 9,900 円　◆1/10 ～

New

歩こう「神奈川の魅力」
ガイド　今泉  順子 
　「ゆる山歩き」で、
の ん び り 楽 し く、
神奈川県の自然を
味わいましょう。
◆第４火曜
　10:30 ～ 14:30
◆3 か月3回 11,880円　◆1/24 ～
◆事前体験 12/27

倉嶋紀和子の古典酒場部

ねこ。ネコ。猫

古典酒場編集長  倉嶋  紀和子 
　好く呑み、好く笑い、好く酔い
ながら、酒場を楽しみ尽くすため
のコツを一緒に体感しましょう。
◆第１土曜 16:00 ～ 17:30
◆3か月3回 9,900円　◆1/7 ～
◆事前体験 12/3

猫専門獣医師　服部　幸 
　猫を愛する方に聞いてほしい
話がいっぱい詰まった猫の集会

（セミナー）です。
◆第4金曜 20:00 ～ 21:30
◆3 か月3回 8,250円 ◆1/27 ～

もっと好きになる
台湾中国語（超入門）★

ハングル文字を
学びましょう（全6回）

やさしいボリウッド

ゼロから始める
「いけばな雪舟流」

アイドルダンス

大久保蓉子の細方眼編み

植木鉢に作る小さな
イングリッシュガーデン

楽しいピアノレッスン（個人）

エキゾチックベリーダンス

World Folklore
ジプシースカートダンス

台北大学卒　張  文馨 
　台湾中国語の基礎をやさしく手
ほどきします。
◆第２・４日曜1000 ～ 11:30
◆３か月6回 20,592 円 ◆1/8 ～
◆事前体験 12/25

よみうりカルチャー講師　朴 惠景 
　ハングル文字とその発音を一か
ら学びます。読み書きがまったく
できない方、もう一度しっかり身
につけたい方に最適です。6 回完
結レッスンです。
◆第 1・3 水曜 10:30 ～ 12:00
◆3 か月6回 20,592円　◆1/18 ～

BollyX インストラクター　岡本  佐知子 
　明るく懐かしいイ
ンドのリズムに乗っ
て踊りましょう。
◆第 1・3 金曜
　12:00 ～ 13:00
◆3か月6回 19,800円　◆1/6 ～
◆事前体験 12/16

Eleganza Tokyo　Elina Star 
　ダンスの土台となる基礎とクラ
シックな動きをしっかりと学べる
クラスです。
◆第 1・3 日曜 12:50 ～ 14:10
◆3か月6 回19,800円  ◆1/15 ～
◆事前体験 12/18

Eleganza Tokyo　Elina Star 
　スカート・ワークの基本的な使
い方からターンやジャンプまで学
んでいきます。
◆第 1・3 日曜 14:20 ～ 15:30
◆3か月6 回19,800円  ◆1/15 ～
◆事前体験 12/18

プロダンスインストラクター　佐藤  光彦 
　美しく健やかにダンスを楽しみ
ましょう。
◆金曜 12:30 ～ 14:00
◆3か月5回 14,300円 ◆1/20 ～
◆事前体験 12/2、9

韓国語・超入門
（全12 回・前半）

通訳案内士　高  光振 
　講師オリジナルテキストで、
ハングルの正しい書き方や読み
方をゼロから学びます（全12
回の前半）。
◆第２・４日曜 13:00 ～ 14:00
◆３か月6回 17,820円　◆1/22 ～
◆ミニ体験 1/8（無料）

世界のダンス世界のダンス

子供絵画造形教室 

のびやかに書く子ども書道

多摩美術大学卒　大石  れい子 
　絵や工作を通して、制作を楽しみ、豊かな
感性や創造力を育てます。
年中～小学2年生
◆第２・４土曜 10:00 ～ 11:00
小学 3年生～ 6年生
◆第２・４土曜 11:15 ～ 12:15
◆３か月 6 回
　16,500 円
◆1/14 ～
◆事前体験
　12/10、24

日本藝術書道院・同人講師　九里  采邑 
　学校教育に準じた課題
で書き順、筆使いを丁寧
に指導。１時間くらいの
フレックス制
(3 歳～中学 3 年 )
◆第 1・3 月曜 16:30 ～ 18:00
◆３か月5回 13,200円　◆1/16 ～
◆事前体験 12/5、19

いけばな雪舟流次期家元　増野  光晴 
　次期家元が直接指導します。
人・植物・空間の個性を生か
した自由ないけばなを創作し
ます。
◆第４日曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月3回 9,570円
◆1/22 ～
◆事前体験 12/25

ダンスインストラクター　みのり 
　日本や韓国で活動中の男性・女
性アイドルグループの曲を、楽し
く踊ります。ダンス初心者の方も
大歓迎です。
◆第 1・3 土曜 10:30 ～ 11:40
◆3 か月6回 19,800円　◆1/7 ～
◆事前体験 12/3、17

（公財）日本手芸普及協会　手あみ師範
細方眼編み協会　師範　田野  準子 
　伸縮性に冨み着心地の良い作品
が出来上がります。
◆第 1・3 金曜 13:30 ～ 15:30
◆3 か月5回 13,750円　◆1/20 ～
◆事前体験 12/2、16

園芸研究家　大野  好弘 
　日本で栽培し易い種類を
吟味し寄せ植えを造ります。
◆第 3 火曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月3回 9,900円
◆1/17 ～

フェリス女学院短期大学音楽科器楽専攻Ⅰ類（ピアノ）卒
朝日出  澄 
　初めての方、ブランクのある方
でも大丈夫。弾きたい曲を自分の
ペースでゆっくり学びましょう。
◆第 2・4 土曜 13:00 ～ 17:30
◆3か月6回 25,080円　◆1/14 ～
◆事前体験 12/10、24

沖縄三線入門香る蒸留体験とハーブ
ウォーターでクラフト作り

香る蒸留体験と
ヒノキのバスボム作り

正調安来節
どじょうすくい踊り

星と宇宙のふしぎ

瘦せ活ダイエット

紫派藤間流日本舞踊

はじめての梵字

ナンタケットバスケット

初めての大人の
J＆K-POP

新・タロット占い
絵から学ぼう

楽しく描く似顔絵教室

沖縄三線音楽奏者　眞境名  幸輝 
　独自の文化から生まれた沖縄
三線。島唄のメロディーを弾い
てみましょう。
◆第 1・3 木曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 22,275円 ◆1/5 ～
◆事前体験 12/1、15

安来節保存会　男踊り師範　金子  誠一 
　軽快な安来節の三味線のリズ
ムに合わせて力強くユーモア
たっぷりに踊ります。
◆第２・４土曜 12:10 ～ 13:40
◆３か月6回 18,480円
◆1/14 ～
◆事前体験 12/10、24

元五島プラネタリウム解説員　金井  三男 
　たくさんの宇宙映像と最
新天体情報をお伝えします。
◆第２月曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月3回 8,910 円
◆1/9 ～
◆事前体験 12/12

日本ダイエット健康協会認定インストラクター
横山  あや 
　目標を決め、正しい知識に
基づいた痩せ技で座学やエク
ササイズを通してダイエット
に取り組みます。
◆第 2・4 水曜 10:30 ～ 11:30
◆3 か月6 回 19,800 円
◆1/11 ～

カサハラフットケア整体
横浜本院・専属講師　みうら  たけし 
　足・ひざ・腰・首の痛みや不調（未病）
を自分で改善することを目指します。
◆第4火曜 13:30 ～ 15:00
◆3 か月3 回 10,560 円　◆1/24 ～

（公社）日本舞踊協会会員　藤間  掬美奈 
　歌舞伎風の舞踊が特徴です。曲
の内容を理解し表現出来るよう指
導致します。
◆第 1・3・5 火曜 15:30 ～ 17:30
◆３か月6回 19,734円 ◆1/17 ～
◆事前体験 12/6、20

天台宗宝泉寺住職　横溝  常之 
　梵字の歴史、仏菩薩の真言・
種字の意味、読み方書き方を
解説しながら書写します。
◆第 1 月曜 10:30 ～ 12:00
◆3 か月3回 9,900円
◆1/30 ～

New England Nantucket Basket Association
公認インストラクター　咲花  一恵 
　ナンタケット島で伝統的技
法により編まれている美しい
フォルムのバスケットです。
◆第３土曜 15:00 ～ 17:00
◆３か月3回 16,500円
◆1/21 ～

AEAJ 認定アロマセラピスト
AEAJ 認定アロマインストラクター　横関  保子 
　水蒸気蒸留して抽出したハーブウォーターを
使ってアロマクラフト作りをします。蒸留中は
ハーブの香りも楽しめます。
◆第４日曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月3回 9,900円　◆1/22 ～

　抽出したヒノキの
ハーブウォーターを
使ってバスボムを作
ります。
◆1/8（日）
　10:30 ～ 12:00
◆3,300 円
◆教材費 2,200 円

ダンスインストラクター　尾嵜  聡美 
　一つ一つの動きを確認しながら進
めます。ダンス初心者の方も安心し
てご参加下さい。
◆第 2・4 木曜 19:00 ～ 20:30
◆3 か月5回 15,400円　◆1/26 ～
◆事前体験 1/12

日本声楽発声学会正会員・元音羽ゆりかご会
柴田  美嘉 
　明治から昭和の名曲の数々を、ピ
アノ伴奏に合わせて歌いましょう。
◆第２･４火曜 10:30 ～ 12:00
◆3か月6回 19,800円　◆1/10 ～
◆事前体験 12/13、27

　イタリア歌曲とともに発声から始めます。曲
の内容を理解しイタリア語に親しみながら歌い
ます。
◆第 2・4 木曜 12:30 ～ 14:00
◆3か月6回 21,120円　◆1/12 ～
◆事前体験 12/8、22

一笑仏工房主宰、木彫刻家　あんどう ななせ
　ちょっと笑える仏像「一笑仏（いっ
しょうぶつ）」。伝統に縛られない、
愛でる仏像を彫ります。
◆第３水曜 15:30 ～ 17:30
◆３か月3回 10,560円　◆1/18 ～
◆事前体験 12/21

タロット・占星術師　榊  その 
　悩み＆生活全般を占い、毎回カー
ドに触れながら絵から覚えていき
ます。
◆第 1・3・5 火曜15:30～ 17:00
◆３か月6回 19,800円  ◆1/17 ～

日本似顔絵検定協会公認似顔絵師　吉村  眞由美 
　人に興味があり、人を楽しま
せることが好きなら大丈夫。似
せるコツを描きながら覚えてい
きます。
◆第 3 土曜 16:30 ～ 18:00
◆３か月3回 9,570円 ◆1/21 ～
◆事前体験 12/17

[ 足・ひざ・腰・首 ]
あなたの足大丈夫ですか？
足から未病対策

オシャレで素敵な
かんたんバッグ

エッセイ入門

語り朗読講座

懐かしのヒット曲を踊ろう！

多肉植物のかわいい寄せ植え

CHIC FLIC® インストラクター　田中  利恵
　エレガントで高級感あふれるバッグを作りま
しょう。軽くて実用的なバッグです。
◆第 2・4 火曜 10:00 ～ 12:00
◆３か月 3 回 11,550 円
◆ファーバッグ 1/10、1/24、2/14
◆ツイードバッグ　2/28、3/14、3/28

筆ペンで描く
おしゃれなプチ水墨
国際墨友会　　　　小林  東雲監修
国際墨友会評議員　三木  東幸
　墨色の濃淡、にじみやか
すれを使い、水墨画の技法
を取り入れながら可愛く
おしゃれに描きましょう。
◆第４火曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月 3 回 10,230 円　◆1/24 ～
◆事前体験 12/27

木村治美エッセイストグループ所属　川合  雅子
　日常のなにげない出来事、思い
出、心模様など、あなた自身の言
葉で書いてみませんか。
◆第３水曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月3回 11,220円　◆1/18 ～
◆事前体験 12/21

シーフォルダ所属　フリーアナウンサー
語り演者　川辺  小都子
　声に出して読み上げる朗読と内容
を聞き手に届ける語り。日常会話の
ように自分の声で表現しましょう。
◆第 1・3・5 木曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月6回 20,622円　◆1/19 ～
◆事前体験 12/1、15

ダンスインストラクター　みのり
　1970～80年代のヒット曲に合
わせて踊りませんか？当時の振付
はもちろん、レベルに合わせたア
レンジもします。ダンスの経験が
なくても大丈夫！楽しく踊ってエクササイズ！
◆第 1・3 金曜 10:30 ～ 11:40
◆3 か月 6 回 19,800円　◆1/6 ～
◆事前体験 12/2、16

ガーデナー　平野  純子
　 身 近 な 小 物 な ど を
使って可愛く寄せ植え
してみませんか。
◆第1土曜
　10:30 ～ 12:00
◆３か月3回 9,900円
◆1/7 ～　◆事前体験 12/3

ファーバッグ ツイードバッグ

大人のインテリアフラワー

ガヌテルアート

flower design bureau Flower Party
コーディネーター　小菅  操 
　厳選した花材を使ってクラ
シックに、あるいはモダンに
仕上げます。
◆第４水曜 12:30 ～ 14:30
◆３か月3回 9,504円
◆1/25 ～　◆事前体験 12/28

Yumi ガヌテルアート協会認定講師
平田  真理 
　マルタ共和国に伝わる工芸です。
刺しゅう糸とワイヤーを使って立
体的なお花やリーフを作ります。
◆第２金曜 10:15 ～ 12:15
◆３か月3回 9,900円
◆1/13 ～　◆事前体験 12/9

のどを鍛える
「健康声磨き®」レッスン

日本声磨き普及協会認定インストラクター  浅井 卓弥 
　のどの不調や声の衰えが気になる方におすすめ
です。顔のたるみや歪み・姿勢の改善、誤嚥の予
防にも。
◆第 1・3 水曜 13:00 ～ 14:30
◆3か月4回 13,640円  ◆2/1 ～  ◆事前体験 1/18

ボイスサイズ ® 講師　川原  光貴 / 村治  亜斗夢ほか 
　喉トレ、肺トレを組み合わせた発声エクササイズです。
声がかすれる、こもりがち、食べ物が飲み込みづらくなっ
た、などでお悩みの方にぴったりの講座です。
◆第 1・3 火曜 10:30 ～ 11:30
◆3か月5回 16,500円 ◆1/17 ～ ◆事前体験 12/6、20

歌わない声枯れ防止発声エクササイズ
誤えん防止ボイスサイズ ® 

ゴスペルディレクター　Nico 
　歌の経験が無くても大丈夫。歌
う楽しさ、仲間とのハーモニーを
作り出す喜びを味わいましょう。
◆第 2・4 金曜 15:00 ～ 16:30
◆3 か月 6回 19,800円
◆1/13 ～

日本オペラ協会会員 声楽家（ソプラノ）　小林  悦子 
　あなたの心に刻まれた美しいメ
ロディをピアノに合わせて歌いま
せんか。歌詞・音程・リズム・ハー
モニーなどを楽しみながら発声か
ら始めましょう。
◆第 1・3・5 土曜 14:40 ～ 16:10
◆3か月 6回 21,120円　◆1/7 ～
◆事前体験 12/17

ゴスペル超入門

想い出の映画 &
ミュージカルソングを歌おう！

青春の愛唱歌を歌う

愛のカンツォーネ &
イタリアンソング

一笑仏で木彫りを楽しもう

OFFICIAL ZUMBA INSTRUCTOR　宮崎  淑子 
　ラテンのリズムに合わせて
ゆっくりと進めていきます。
安心してご参加下さい。
◆第1・3 金曜 19:00 ～ 20:00
◆3 か月6回 18,480円
◆1/6 ～　◆事前体験 12/16

Zumba® GOLD
（ズンバゴールド）

ダンスでフィットネスダンスでフィットネス

髙島屋和菓子バイヤーが紹介する
和菓子の魅力

髙島屋和菓子バイヤー
ジュンティーニ　キアラ 
　テレビ出演で大注目のイタリア人
和菓子バイヤーが、独自の視点で和
菓子の魅力をお届けします。和菓子
の試食付き。季節に合わせてバレン
タインにぴったりなチョコレート・
カカオの和菓子もご紹介します。
◆2/1（水）13:30 ～ 15:00
◆3,300円（会員 2,750円）
◆教材費 1,980円

はじめての水墨画
国際墨友会　　　　小林  東雲監修
国際墨友会評議員　三木  東幸
　美しい墨の色を
生かし表現する水
墨画。調墨や様々
な技法をゆっくり
と楽しみながら学
びましょう。まず
は四君子と呼ばれ
る竹、蘭、菊、梅
から始めます。
◆第 4 日曜
　10:30 ～ 12:30
◆3か月 3 回 10,230 円　◆1/22 ～
◆事前体験 12/18

横浜中華街

中華街コンシェルジュ 
　娯楽表演は、中国舞踊や中国雑技、龍舞、獅子舞
など中国で古くから伝わる伝統芸能を披露します。
混雑必死のイベントですが、お席を確保し座ってご
見学いただけます。食事は健康や長寿などの意味が
込められた開運グ
ルメをお楽しみく
ださい。
◆1/28（土）
　11:00 ～ 14:00
◆3,300 円
　（会員2,750円）
◆食事代別途
　3,300 円
◆保険料 100円
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