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文芸・教養
皆で考えよう縄文文化「縄文人、研究50年の総まとめ」 ②④ 日 10:30
ペンギンの世界 ① 日 13:00
宇宙開発よもやま話 ② 日 13:00
じっくり現代天文学入門 ③ 日 13:00

9/20 源氏物語と平安時代 ①③ 月 10:30
読み聞かせとお話の達人になろう ①③ 月 10:30
古文書講読 ②④ 月 10:30
御詠歌（ごえいか） ④ 月 13:00
やさしい韓国の歴史（古代2） ②④ 火 13:00
自分史・エッセイを書いてみよう ①③ 水 13:00
朗読と語りと話し方 毎週 木 10:30
月１回の初心者の楽しむ俳句 ① 木 13:30
短歌 実作と鑑賞 ③ 木 10:15
はじめての短歌教室 ③ 木 13:00
朗読で学ぶ好印象な話し方 ①③ 金 10:30
声出し 健康朗読 ①③ 金 15:00

9/24 心にしみる写経と法話 ②④ 金 10:30
9/24 ゆっくり俳句 ②④ 金 15:30

教室で作る短歌と連歌 ② 金 10:30
朗読劇に挑戦!! ①③ 土 10:30
童話＆エッセイ教室 ① 土 13:00
楽しいエッセイ教室 ① 土 15:15
外国語
はじめての韓国語初級 ①③ 日 13:30

講 座 名 曜 日 時 間よみカル
体験日

日曜午前・韓国語中級 ②④ 日 10:30
韓国語初級～中級 ②④ 日 10:30

満 マンツーマン日曜の韓国語初級 ②④ 日 14:40
STEP UP英会話初中級 毎週 月 15:00
自信をつける英会話中級 毎週 月 18:30
身につく韓国語中上級 毎週 月 18:40
ゆっくり英会話初級 ①③ 月 13:30
フランス語初級 ②④ 月 19:00
お勤め帰りの韓国語　初中級 ②④ 月 19:00
夜学ぶ韓国語　中級 ②④ 火 19:00
旅行英会話 ①③⑤ 火 13:30
シニアからのらくらく英会話 毎週 水 10:30
基礎から学ぶイタリア語入門～初級 ②④ 水 10:15

満 学び直しの英会話初級～中級 ②④ 水 13:00
満 モーニング英会話初級 毎週 木 10:30

木曜午後の英会話中上級 毎週 木 15:00
満 マンツーマン木曜韓国語 毎週 木 17:30

木曜夜韓国語 中級 毎週 木 19:00
夜の集中英会話入門 ①③ 木 19:00
実力UPの英会話中上級 毎週 金 10:30
ダミアン先生のレベルアップ英会話中級 ①③ 金 19:00
ドイツ語初級～中級 ①③ 金 19:00
基礎から始める英会話 ②④ 金 19:00
イタリア語初中級 ②④ 金 19:00
月２回土曜の韓国語中級Ⅰ ①③ 土 10:30
旅行で使える韓国語 初級 ①③ 土 14:00
サタデー英会話初中級 ②④ 土 10:10

耳から学ぶ韓国語　初級Ⅱ～中級 ②④ 土 10:30
絵　画

9/19 いちから始める絵画 ①③ 日 13:15
9/19 やさしい日曜油絵教室 ①③⑤ 日 10:15
9/20 絵手紙（月） ①③ 月 10:15
9/20 デッサンから始まる水彩画（月） ①③ 月 12:45
9/20 基本のデッサンから写実表現まで ①③ 月 15:00

俳画で描くはがき絵（６か月） ①③ 月 15:30
9/27 はがき絵・てがみ絵 ②④ 月 13:00

日本画　大野講師 毎週 火 13:30
9/21 写真から描く水彩画（初心者） ①③ 火 15:30

木版画入門 ②④ 火 15:30
10/12 四季を描く剪画（切り絵） ② 火 13:00
9/15 色鉛筆画 ①③ 水 15:00

ペンで描く透明水彩画 ① 水 10:30
満 はじめての淡彩スケッチ ②④ 水 10:30
9/29 仏画教室 ②④ 水 13:00
9/16 写真から描く水彩画 ①③ 木 10:30
9/16 いちから始める着彩画 ①③ 木 13:00
9/16 初めての水彩画レッスン ①③ 木 13:00
9/16 デッサンから始まる水彩画（木） ①③ 木 15:00
9/23 楽しい絵手紙 ②④ 木 10:15
満 はじめてのボタニカル・アート ②④ 木 10:30
満 パステル画 ②④ 木 15:45
9/24 絵画入門 毎週 金 10:15
満 ボタニカルアート ①③ 金 10:30
10/1 美術で学ぶ日本文化 ① 金 13:00
9/17 基礎デッサン・淡彩 ①③⑤ 金 13:30
10/2 油絵　河西講師 毎週 土 10:15
9/18 はじめての絵手紙 ①③ 土 13:00

書道・ペン字
9/27 基礎書道入門　 毎週 月 10:15
9/27 女性のためのペン字・かな書道 ②④ 月 13:00
9/27 アラビア文字に親しむ ②④ 月 13:00
9/27 アート書道 ②④ 月 16:15
9/27 お勤め帰りの書道 ②④ 月 19:00
9/27 お勤め帰りのカリグラフィー ②④ 月 19:00
9/28 基礎書道入門　 毎週 火 18:15

9/28 花文字を楽しむ ②④ 火 15:00
9/28 寄席文字入門 ②④ 火 19:00
9/15 今から始める書道 ①③ 水 10:30
9/15 月1回で美文字（筆ペン・小筆） ③ 水 13:00
9/22 ほっとする書道（増設クラス） ②④ 水 17:45
9/22 紫芳の字手紙 ④ 水 10:30
9/29 美しい文字を目指す書道 ①③⑤ 水 13:00
9/30 木曜実用書道 毎週 木 13:00
9/23 お勤め帰りの花文字 ②④ 木 19:00
9/24 金曜夜の楽しむ書道 毎週 金 18:30
9/17 金曜夜の楽しむ書道（1・3クラス） ①③ 金 18:30
9/24 暮らしの書 ②④ 金 13:00
9/24 金曜夜の楽しむ書道（2・4クラス） ②④ 金 18:30
9/25 はじめてのペン字 ②④ 土 12:30
9/25 美しい文字を目指す書道（土曜） ②④ 土 13:00

茶道・生け花・フラワー
9/19 日曜・裏千家 （午前） ①③ 日 10:15
9/19 裏千家男子専科 ①③ 日 13:30
9/26 日曜・表千家 ②④ 日 10:15
9/26 日曜午後の裏千家 ②④ 日 13:30
9/12 日曜のフラワーサロン ② 日 10:30
9/26 イスで楽しむ茶の湯 ④ 日 13:30
9/27 茶道・表千家（月） 毎週 月 10:15
9/27 いけばな・池坊B（毎週） 毎週 月 18:00
10/4 華やかに創る　インテリア＆ギフト ① 月 13:00
9/6 基礎から学ぶウェディングブーケ（全12回資格コース） ① 月 13:15
10/4 （月）おしゃれな花空間 ① 月 18:30
9/27 いけばな・池坊B（2・4） ②④ 月 18:00

お勤め帰りの香道・志野流 ④ 月 19:00
9/20 いけばな・池坊A（1・3・5） ①③⑤ 月 10:30
10/4 いけばな・池坊B（1・3・5） ①③⑤ 月 18:00
9/20 シック・フラワーアレンジメント ①③⑤ 月 18:30
9/21 火曜日の表千家 毎週 火 10:15
10/5 お洒落にフラワーレッスン ① 火 13:00
9/28 暮らしスタイルの花飾り ④ 火 18:30
9/28 花遊び・シーズンフラワー ④ 火 18:30
9/21 佐納和彦のフラワーデザイン ①③⑤ 火 18:30
9/29 月に二回のテーブル煎茶道教室 ①③ 水 13:00

9/15 はじめての茶の湯・表千家 ①③ 水 18:30
香道・志野流 ① 水 10:15

10/6 四季の茶花を愉しむ ① 水 13:00
10/6 池坊・立花（鈴木） ① 水 15:30
10/6 月１回のいけばな・池坊 ① 水 15:30
9/15 和室でもイスで楽しむ茶の湯 ③ 水 10:30
9/29 お勤め帰りのフラワースタジオFiorire ②④ 水 17:30
9/8 月1回のアレンジフラワー ② 水 13:00

かんたん手作りプリザーブドフラワー ② 水 13:00
9/22 （水）おしゃれな花空間 ④ 水 13:00

プリザーブドフラワー・アレンジメント（ハイレベル） ④ 水 13:00
9/22 池坊・立花（佐藤） ④ 水 15:30
9/22 水曜日の池坊（初級・中級） ④ 水 15:30
9/15 いけばな池坊（稲葉） ②③ 水 18:30

木の実とドライフラワーアート ③ 木 10:15
満 （木）季節のフラワーアレンジメント ② 木 10:30
9/17 茶道・裏千家 毎週 金 13:30
9/17 お勤め帰りの裏千家（1・3） ①③ 金 18:30
9/24 お勤め帰りの裏千家（2・4） ②④ 金 18:30
9/18 ゼロから始める「いけばな雪舟流」 ③ 土 18:00
9/25 土曜・裏千家 ②④ 土 15:15
9/25 月に一度のフラワーレッスン ④ 土 10:30
9/25 アロマワックスデザイン＆ハーバリウム ④ 土 10:30
9/25 （土）季節のフラワーアレンジメント ④ 土 13:00

邦楽･舞踊
沖縄音楽・三線 ①③ 日 10:30
いきいき和太鼓 ①③ 日 18:40

9/26 初めての尺八 ②④ 日 13:00
藤間流・日本舞踊（専科・個人） 毎週 火 13:00
藤間流・日本舞踊（本科・グループ） 毎週 火 15:00

9/21 座っても楽しめる盆踊り ①③ 火 11:50
9/21 宿題なしのおこと三弦 ①③ 火 17:00
9/28 夜のしの笛 ②④ 火 19:00
9/15 はじめての詩吟（女性専科） ①③ 水 15:00
9/29 しの笛 ②④ 水 10:30

端唄・俗曲・三味線　木曜（両稽古） 毎週 木 10:30
端唄・俗曲・三味線　木曜（唄のみ） 毎週 木 11:30

9/30 錦正流の大正琴 毎週 木 13:00

観世流謡曲（中級） 毎週 木 13:30
9/30 観世流仕舞 毎週 木 14:10

観世流謡曲（初級） 毎週 木 14:50
藤間流1・3木（個人30分） ①③ 木 15:00
花柳流　日本舞踊（個人30分） ①③ 木 16:00
盆踊り教室 ②④ 木 15:15
藤川流・新舞踊 毎週 金 13:40
民謡（唄） ①③ 金 10:30

9/24 初心者の詩吟 ②④ 金 13:00
9/25 三味線で楽しく端唄を歌いましょう（両稽古） 毎週 土 10:30
9/25 三味線で楽しく端唄を歌いましょう（唄のみ） 毎週 土 11:30

趣味・暮らし
満 ハーブ＆アロマで「美・健・食・住」 ① 日 10:30
満 みんなで楽しむプラモデル製作 ① 日 13:00

和みの苔玉と盆栽 ③ 日 10:30
9/19 日曜日のタロットカード占い入門 ③ 日 13:00

令和らくご塾 ②④ 日 10:30
スワロフスキーを使った総合大人デコ ② 日 15:00

10/4 脳トレマージャン（女性専科・経験者） ①③ 月 12:30
10/4 基本から学ぶ四柱推命 ①③ 月 19:00

手相入門～西洋と東洋～ ③ 月 12:45
開運気学 入門 ①③ 火 13:00
開運気学　基礎 ①③ 火 19:00

9/28 初めて学ぶ四柱推命 ②④ 火 10:30
九星気学と開運法 ② 火 10:15

［オンライン］基礎から学ぶデジタルカメラ ②④ 水 15:00
［オンライン］実践デジタル一眼レフカメラ講座 ②④ 水 15:00
［オンライン］女性のためのデジタルカメラ講座 ②④ 水 19:30

10/7 マージャン教室（初級） ①③ 木 12:45
10/7 木曜のレディース麻雀（経験者クラス） ①③ 木 15:00

四柱推命　基礎 ②④ 木 13:00
四柱推命　入門 ②④ 木 19:00
運勢学入門（気学占法） ②④ 金 14:30
運勢学（気学占法） ②④ 金 16:15

満 気軽に楽しむ一眼デジカメ ② 金 13:30
どんな体質？生活に役立つ漢方講座 ③ 金 13:00
はじめてのモダン盆栽 ④ 金 13:00
はじめてのモダン盆栽3回コース ④ 金 13:00

スージィーの腹話術【13:15～】 ① 土 13:15
10/9 タロットカード占い（土曜） ② 土 13:00

おしゃれ・マナー
火曜・着付け（少人数） ①③ 火 10:30

9/30 木曜・着付け ②④ 木 18:15
着つけ教室　ステップⅠ ①③ 土 15:30
大人のメイクから着こなしまで ① 土 10:30
音　楽

9/19 日曜・大人のピアノ ①③ 日 10:30
9/19 日曜・大人のピアノ ①③ 日 13:00

大人のキーボード（1・3日） ①③ 日 15:00
原語で歌うオペラ・歌曲・合唱 ③ 日 13:00

9/26 初めてのケーナ ②④ 日 10:30
アコーディオン個人 ②④ 日 13:00

9/26 基礎ヴォイストレーニング ②④ 日 13:00
大人のキーボード（2・4日） ②④ 日 15:15
心で歌う人生演歌 個人 ②④ 日 16:00
体幹・健康ヴォイストレーニング ③ 日 10:30

9/12 うたごえ喫茶 ② 日 11:00
9/12 ハワイ語で歌うフラソング ② 日 11:45

ＳＩＮＧ！ＳＩＮＧ！宝塚を歌おう ①③⑤ 日 15:15
大人のピアノ　個人 ①③ 月 15:30

満 月曜シャンソン ①③ 月 15:45
9/20 夜のピアノ ①③ 月 19:00
9/27 中高年からのギター入門 ②④ 月 10:10
9/27 ピアノで歌うはじめてのシャンソン＆カンツォーネ ②④ 月 11:15

フォークギターで弾き語り（個人） ②④ 月 12:20
やさしいヴォイストレーニング個人 ②④ 月 15:00
初心者のためのピアノ　個人 ②④ 月 15:30

9/27 心を癒やすヴォイストレーニング ②④ 月 15:30
9/21 リコーダーを吹こう 初級 ①③ 火 10:15
9/21 基礎から学べる歌謡曲 ①③ 火 10:15

ライアー（竪琴）に親しむ（夜） ①③ 火 19:00
満 ゼロから始めるピアノ ②④ 火 10:10
9/28 ゼロから始めるピアノ ②④ 火 11:25
9/28 ピアノでうたう抒情歌 ②④ 火 13:00
9/28 黒木美帆の歌謡教室 ②④ 火 13:00
9/28 初めてのカラオケ ②④ 火 15:30

黒木美帆のカラオケ 個人 ②④ 火 17:45
9/28 体幹・健康ヴォイストレーニング ④ 火 10:30
9/15 大人のキーボード（1・3水） ①③ 水 10:20

シニアのリフレッシュピアノ（初級） ①③ 水 12:50
満 ゼロから始めるハーモニカ入門 個人 ①③ 水 13:30

シニアのリフレッシュピアノ（上級） ①③ 水 13:55
9/29 ハーモニカ　アンサンブル ①③ 水 14:30

たのしいヴォイストレーニング個人 ②④ 水 10:30
女性のための声楽 ②④ 水 10:30

9/29 最新歌謡曲とヴォイストレーニング ②④ 水 12:30
シニアのリフレッシュピアノ（初級/中級） ②④ 水 12:50

9/22 やさしいオカリナ（入門） ②④ 水 13:00
シニアのリフレッシュピアノ（中級） ②④ 水 13:55
やさしいオカリナ ②④ 水 15:00

9/22 60才からのギター 入門・初級 ②④ 水 15:00
60才からのギター 中級 ②④ 水 16:15

9/16 ハワイアン・ウクレレと歌 ①③ 木 15:30
満 エンジェルハープ個人 ①③ 木 15:30
9/16 洋楽R＆B・POPSのヴォイストレーニングと歌唱指導 ①③ 木 19:00

ヴォーカルレッスン 個人 ②④ 木 16:20
ヴァイオリン　個人 ②④ 木 18:30

10/14 初心者の木曜ジャズボーカル ②④ 木 18:30
9/30 世界の名曲を楽しく歌おう！ ①③⑤ 木 10:30

フルート　個人 毎週 金 15:00
9/17 昭和歌謡＆ヴォイストレーニング ①③ 金 10:30
9/17 世界のメロディー・シャンソン＆カンツォーネ ①③ 金 15:15
9/24 メンタルアップ！ 名曲教室 ②④ 金 10:45

心で歌う最新演歌 ②④ 金 13:00
9/10 手回しオルゴールの曲作り ② 金 10:30

はじめてのギター ①③ 土 11:00
ピアノで学ぶ最新演歌 ①③ 土 12:45

10/2 ジャズボーカルレッスン ①③ 土 16:00
9/18 ウクレレ ①③ 土 16:45
10/2 土曜ジャズボーカルレッスン ①③ 土 18:30

ピアノで歌う演歌個人レッスン（３０分） ③ 土 15:30
ウクレレ少人数レッスン ②④ 土 10:30
ウクレレ少人数レッスン ②④ 土 11:20
ウクレレ少人数レッスン ②④ 土 12:10

9/25 世界のメロディー・シャンソン＆カンツォーネ ②④ 土 13:00
プロから学ぶハーモニカ　個人 ②④ 土 14:30
サックス個人 ②④ 土 15:00

9/25 二胡演奏講座　初級 ②④ 土 16:40
ダンシング

9/19 日曜日に楽しむフラダンス ①③ 日 15:00
10/3 SAM（TRF）の健康イージーダンス・日曜クラス ③ 日 11:30
満 ソウル＆ディスコ（増設クラス） ③ 日 16:45
満 カレイナニ早川のSUNDAYフラ ②④ 日 10:20
満 ソウル＆ディスコダンス ①③ 月 13:00
9/20 月曜日のアラビアンダンス（超入門） ①③ 月 19:00
9/28 実年からのフラダンス（火） 毎週 火 15:30

スマイル・フラ（入門クラス） 毎週 火 19:10
フラクラス・スタジオカルア 毎週 火 20:15

9/28 はじめてのチャーミング・フラ ②④ 火 13:00
9/28 カントリーラインダンス ②④ 火 16:30
満 健康美バレエ 毎週 水 10:20
9/29 初めてのハワイアンフラ（シニアクラス） 毎週 水 12:30

ソウル＆ディスコダンス（水曜） ①③ 水 10:30
9/15 蘭このみのフラメンコ ①③ 水 14:00
10/13 SAM（TRF）の健康イージーダンス午後クラス ②④ 水 12:10

K-POPダンス ②④ 水 19:00
魅惑のアラビアンダンス ②④ 水 19:15

9/23 楽しいフォークダンス 毎週 木 12:15
9/30 実年からのフラダンス（木） 毎週 木 15:30

情熱のフラメンコ舞踊（入門） 毎週 木 19:00
9/24 はじめてのエレガントフラ 毎週 金 12:30
10/1 SAM（TRF）のDancing The 美Body ①③⑤ 金 12:00

たのしいフラメンコ（初級） 毎週 土 10:30
たのしいフラメンコ（中・上） 毎週 土 11:30

9/25 土曜シアターダンス 毎週 土 14:45
9/18 クラシックバレエ 毎週 土 16:30
9/25 ベリーダンス（未経験者） ②④ 土 10:30

ベリーダンス　（経験者） ②④ 土 18:00
9/18 基礎から踊るベリーダンス（入門クラス） ①③⑤ 土 18:30
スポーツ・健康

9/26 ボディメンテナンスヨガ（女性専科） 毎週 日 10:15
9/26 神道夢想流杖道入門 毎週 日 12:00

9/19 居合（柳生新陰流）入門 ①③ 日 10:20
9/19 一本歯下駄ウォーキング ①③ 日 12:00
9/26 テコンドー ②④ 日 17:30
9/19 八極拳 ①③⑤ 日 15:30
9/27 合気道 毎週 月 18:20
9/20 寝たまま　ゆらぎ体操 ①③ 月 14:00
満 火曜ピラティスストレッチ 毎週 火 10:15
9/28 沈 再平の気功法・太極拳 毎週 火 10:30
9/21 らくらく広池ヨーガ健康法 毎週 火 14:45
10/5 デューク更家式シェイプアップウォーク ①③ 火 12:50
9/28 沈再平の気功法・太極拳入門 ②④ 火 18:30
9/29 ピラティスマットエクササイズ 毎週 水 19:00
9/29 60歳からのロコモ体操 ①③ 水 15:15
9/29 健康気功とやさしい太極拳 ①③⑤ 水 13:30
9/29 夜の美容バレエストレッチ ①③⑤ 水 19:00
9/30 50歳から始めるピラティス 毎週 木 10:30
9/30 60歳からの若返りストレッチと筋トレ体操 毎週 木 14:00
9/30 BOXOUT（ボクシングエクササイズ）（女性専科） 毎週 木 19:00
9/16 長寿健康太極拳 ①③ 木 10:30
9/16 肩こり・腰痛ケアのためのヨガ ①③ 木 15:30
9/30 殺陣道でリフレッシュ ①③⑤ 木 19:00
9/24 健美ストレッチ体操 毎週 金 10:30
9/17 居合（柳生新陰流）入門 ①③ 金 19:30
9/24 らくらく広池ヨーガ健康法　入門 ②④ 金 12:30
9/24 やさしい太極拳・気功による健康体操 ②④ 金 15:00
9/24 太極拳入門 ②④ 金 19:15
9/17 美容バレエダイエット ①③⑤ 金 19:15
9/25 美容健康ヨガＡ 毎週 土 10:30
9/25 美容健康ヨガＢ 毎週 土 13:00
9/25 空手道 毎週 土 18:10

工　芸
ミクロモザイク ① 日 10:30
つまみ細工（日） ③ 日 15:00

9/12 天然石のモザイクタイル ② 日 10:30
かわいいミニチュアフード（応用）日 ② 日 13:00
かわいいミニチュアフード（趣味）13時～ ② 日 13:00
かわいいミニチュアフード（趣味） ② 日 15:00

満 こより手芸 ④ 月 13:00

9/28 内川陶芸 初心者コース ②④ 火 10:30
満 つまみ細工（火） ② 火 15:30
9/28 飾って楽しい食品サンプル ④ 火 13:30
満 ナンタケットバスケット ③ 水 10:30
満 つまみ細工講師養成 ③ 水 15:00
満 つまみ細工（水） ③ 水 15:30
9/16 土に親しむ陶芸　1・3木 ①③ 木 13:00

かわいいミニチュアフード（応用）木 ① 木 10:15
9/30 七宝焼 ②④ 木 10:15
9/16 土に親しむ陶芸 2・4木 ②④ 木 13:00

山葡萄で作る一生ものの手作りかごバッグ ② 木 13:00
9/17 クラフトバンドで編むかご＆バッグ ①③ 金 13:00
9/3 とんぼ玉 ① 金 10:30
満 金継ぎ・蒔絵 ③ 金 10:10

金継ぎ入門（金） ③ 金 13:30
蒔絵と螺鈿入門 ③ 金 13:30
手作り陶芸2・4金曜午前 ②④ 金 10:30
手作り陶芸2・4金曜午後 ②④ 金 13:00

9/24 トールペイント　オイルペイント ②④ 金 15:30
満 竹かご教室 ② 金 10:15

フルーツ＆ソープカービング ④ 金 10:15
カルトナージュ＆インテリア茶箱 ④ 金 10:30

9/18 手作り陶芸1・3土曜午前 ①③ 土 10:30
満 手縫いで作る革小物＆バッグ ①③ 土 10:30

手縫いで作る革小物＆バッグ（月１クラス） ③ 土 15:30
やさしい仏像彫刻（初級） ②④ 土 15:00

満 仏像彫刻（初級） ②④ 土 17:10
掛け軸表装 ② 土 10:30
面打ち（能面）午前 ①③⑤ 土 10:15
面打ち（能面）午後 ①③⑤ 土 13:00
手　芸

満 トルコの糸で楽しむ手編み ① 日 10:30
9/26 布でつくる袋もの ④ 日 10:15
満 きものからリ・ファッション月 ①③ 月 10:30
9/13 ビーズ織り＆ビーズ刺しゅう ②④ 月 10:30
満 ペット・人形・ぬいぐるみのお洋服 ②④ 月 13:00

自由に楽しいソーイング ②④ 月 15:30
9/13 ポジャギ ② 月 13:00

満 戸塚刺しゅう（火曜） ①③ 火 10:30
9/21 手縫いおしゃれ帽子講座 ①③ 火 13:00

手縫い仕立ての刺し子 ③ 火 10:30
9/21 ビーズステッチ＆ジュエリークロッシェ ③ 火 13:00
満 らくらくソーイングクラブ ②④ 火 10:30
9/28 パッチワークこっとん ②④ 火 13:00
9/14 布で作る立体メッシュワークのバッグ ② 火 10:30
満 「はんてん」と「ちゃんちゃんこ」午前 ①③ 水 10:15
満 「はんてん」と「ちゃんちゃんこ」午後 ①③ 水 13:00
9/1 アート押し花 ① 水 13:00
9/15 津軽こぎん刺し ③ 水 10:30
9/8 初めての加賀ゆびぬき ② 水 10:30
9/8 ハワイアンリボンレイ ② 水 15:30
満 きものからリ・ファッション木 ①③ 木 12:45
9/2 ビーズアクセサリー基礎講座 ① 木 10:30

愛されるかわいいあみぐるみ ③ 木 15:00
9/23 ラペリスフラワー（石の花）基礎 ②④ 木 13:00
9/23 タティングレース基礎 ②④ 木 13:00

タティングレース上級 ②④ 木 13:00
9/30 エレガントビーズステッチ入門 ②④ 木 18:30
9/23 わくわく押し花ライフ ④ 木 10:30
満 ミシンで縫えるバッグ教室 ④ 木 13:00

和裁（入門） 毎週 金 13:00
9/17 戸塚刺しゅう（金曜） ①③ 金 10:30
9/17 てまり ①③ 金 13:00
9/17 ＮＹスタイルビーズアクセサリー ①③ 金 18:30
9/3 和紙屋さんの折り紙教室 ① 金 12:45

四季のみずひき遊び ① 金 13:00
9/17 月１回の戸塚刺しゅう ③ 金 13:30
9/24 楽しい手編み ②④ 金 13:00
満 つるし雛 ② 金 10:30
9/10 サコタカコ創作ビーズ織り ② 金 12:30

ゆっくり作るつるし雛 ② 金 15:00
満 松山敦子のパッチワークキルト ④ 金 10:30

初めて着物をぬう 毎週 土 13:00
きものからリ・ファッション土 ①③ 土 13:00
おしゃれな手織り ②④ 土 10:30

満 アイヌ刺しゅう入門 ④ 土 15:00

料　理
日本酒講座 ③ 火 19:00
ワインを楽しむ初めの一歩 ③ 水 19:00
魅惑のアイシングクッキー ③ 金 18:30
キャリアアップ・実務
楽しく学ぶラッピング ①③⑤ 火 19:00

9/19 「ありがとう」から始める手話 ③ 日 10:30
ジュニア・親子
子どもフラダンス ①③ 日 13:45

満 SING!SING!SING!宝塚を歌おう　ジュニアコース ① 日 12:50
9/26 こどもの書道教室（3歳～5歳） ②④ 日 10:15
9/26 こどもの書道教室（小1～小6） ②④ 日 10:15
9/26 こどもの書道教室（中学生） ②④ 日 10:15
9/26 楽しい子供絵画　日曜 ②④ 日 12:30
10/3 あなたも宝塚受験を目指そう ①③⑤ 日 14:00
9/28 楽しい知能開発教室（年少クラス） 毎週 火 15:30
9/28 小学生学習講座（3年生クラス） 毎週 火 16:30
満 楽しい知能開発教室（年長クラス） 毎週 水 15:30
満 あいあいコース（2歳児） 毎週 木 10:10
9/23 小学生学習講座（1年生クラス） 毎週 木 16:45
9/23 小学生学習講座（2年生クラス） 毎週 木 16:45
9/23 小学生学習講座（4年生クラス） 毎週 木 16:45

ジュニア・バレエ(金)４歳から小学校低学年 毎週 金 16:30
ジュニア・バレエ(金)小学校高学年 毎週 金 17:35

9/24 子供のお習字・書き方教室（小学生） 毎週 金 18:00
9/24 子供のお習字・書き方教室（中学生） 毎週 金 18:30

ジュニア・バレエ(金)中学・高校 毎週 金 18:35
こどものピアノ《1.3金》（個人レッスン） ①③ 金 15:30
こどものピアノ《2.4金》（個人レッスン） ②④ 金 15:30

満 しょうちゃんちのベビーサイン（応用） ④ 金 10:20
満 プチコース（1歳児） ①③⑤ 金 10:30
満 ジャイアンツ　ヴィーナスダンススクール　キッズ（4歳～未就学） 毎週 土 12:00
満 ジャイアンツ　ヴィーナスダンススクール　リトル（小学生）土1 毎週 土 13:10

ジュニア・バレエ(土)３歳半から 毎週 土 13:30
満 ジャイアンツ　ヴィーナスダンススクール　リトル（小学生）土2 毎週 土 14:20

ジュニア・バレエ(土)小学校低学年 毎週 土 14:30
ジュニア・バレエ(土)小学校高学年 毎週 土 15:30

9/25 楽しい子供絵画　土曜 ②④ 土 15:30

野　外
四季の鎌倉　自然散策（第２日） ② 日 12:30
下町ウォーキング（第2） ② 月 10:30

『江戸名所図会』ゆかりの地を巡る ① 火 10:30
大江戸タイムスリップ・ウォーキング ③ 火 10:30
大江戸歴史散歩＆お持ち帰りスイーツ（第１クラス） ① 水 10:00
大江戸散策と老舗めぐり ① 水 10:00
大江戸歴史散歩＆お持ち帰りスイーツ（第3クラス） ③ 水 10:00
お江戸の寺社探訪 ③ 水 10:30

9/15 都内画廊めぐり ③ 水 13:00
大江戸歴史散歩＆お持ち帰りスイーツ（第２クラス） ② 水 10:00
広重の「名所江戸百景」錦絵散歩 ④ 水 10:30
おもしろ半島ちば ① 木 13:00
東京今昔・歴史文化めぐり ② 木 10:30
江戸・東京橋ものがたり ② 木 10:30
四季の鎌倉　自然散策（第２木） ② 木 12:20
東京のお菓子を歩く ④ 木 11:00
鉄道沿線のんびりさんぽ ① 金 10:00
江戸・東京坂道ものがたり ② 金 10:30
四季の鎌倉　自然散策（第２金） ② 金 12:30
訪ねて、見て、知る、文化遺産探訪 ① 土 10:30
名庭園探訪 ④ 土 10:00
大江戸遊歩術と老舗巡り ④ 土 10:00

読響公演チケット20％割引、読売旅行が
主催販売する旅行代金3％割引など。詳
しくはＨＰで。

会員に特典いろいろ

講座
案内

03-3870-2061

•�日付は「体験日（有料・要予約）」です。体験は１講座につきお１人様１回。講座に
よっては教材費などが別途必要です。体験料は講座によって異なります。
•�受講料の他に別途維持費が必要です。講座によっては教材費などが必要な講座も
あります。
•�ほとんどの講座で見学（20分程度無料）、体験（有料）が可能です。
※�途中受講不可の講座は一覧から外しています。全ての講座についてはホームペー
ジをご参照願います。

C M Y K 文化センター　北千住　２ｰ３面

文化センター　北千住　２面　ＣＭＹＫ文化センター　北千住　３面　ＣＭＹＫ

小説の書き方� 作家　藤蔭 道子
　名作を読みなが
ら書き方や表現法を
考え、実際に書いた
ものを発表します。
★第１・３金曜
　13:00～15:00
★３か月6回20,790円 10/1～

たのしい俳句入門
「耕」同人　赤嶋 千秋

　日々のちょっとした感動
を気軽に俳句にしましょう。
日記の片隅に一句、記念
にもなります。
★第３水曜11:00～13:00
★6か月6回19,800円
　10/20～  よみカル  9/15

星と宇宙の科学
元五島プラネタリウム解説員　金井 三男

　宇宙は新しい発
見や知識をもたらし
てくれます。今まで
知らなかった星空
の最新知識を学び
ましょう。
★第４金曜13:00～14:30
★6か月6回20,790円 10/22～

免疫力UP！
無理なくできる健康気功

全日本少林寺気功協会高級気功師
飯塚 貴子

　膝が痛い等の病状で運動
を諦めていた方も無理なく
できる細胞若返り気功法。
免疫抵抗力を高めます。
★第１・３日曜10:15～11:45
★３か月6回19,800円
　10/3～
よみカル  9/19

整体ヨーガ� インド・アナンニケタンヨーガ講師
秋田 和恵

　自分自身で身体の歪みを発
見し、自分で歪みを治せるよ
うに、個人的なアドバイスも
含めご指導致します。
★毎週月曜10:30～12:00
★３か月10回31,900円
　10/4～　 よみカル  9/20

中高年の元気な
背骨＆足腰体操

フィットネスインストラクター
宮本 智恵子

　45分の短時間レッスンな
ので、体力に自信の無い方、
これから運動を始めたい方に
お勧めです。
★第２・４月曜12:15～13:00
　10/11～　 よみカル  9/27
★第２・４木曜12:00～12:45
　10/14～　 よみカル  9/23
★各３か月6回18,150円

変体仮名で読む「更級日記」
聖徳大学オープンアカデミー講師　髙橋 啓市

　平安時代の日記文学「更
級日記」。約40年間の様々
な思い出を変体仮名で読
んでいきます。
★第２・４月曜13:00～14:30
★３か月6回20,790円
　10/11～  よみカル  9/27

60才からの
やさしいヨガストレッチ

フルヤアカデミー専属講師　秋山 智子
　無理のないヨガとストレッ
チ運動を取り入れて、深層
筋から下半身を中心に筋力
アップを目指します。
★第２・４月曜13:50～15:00
★３か月6回19,800円
　10/11～　 よみカル  9/27

神道夢想流杖道入門
杖道教士七段　青木 卓弥

　健康法、護身用に、老
若男女誰でも学べる伝統
武術。道具貸与でお勤め
帰りに気軽に稽古。

★第１・３水曜19:00～20:20
★３か月6回17,820円 10/6～　 よみカル  9/15

楽しいピンポン
公認上級コーチ、元全日本チャンピオン　阿部 博幸

同協会公認指導員　土屋 慶子
　カラフルな卓球台で、心
地よい汗を流し、心肺機能
を高め血行をよくして楽しい
毎日を過ごしましょう。
★第１・３・５月曜12:45～14:15
★３か月7回23,100円
　10/4～　 よみカル  9/20

初めてのアラビアンダンス
al Amal主宰　加藤 みさ

　バストやウエスト、ヒップ
などを効果的に動かして、体
の内側と外側から美しくなり
ましょう。
★第１・３月曜15:15～16:45
★３か月6回19,800円
　10/4～　 よみカル  9/20

腰掛タップダンスⓇ
腰掛タップダンスⓇ公式インストラクター　元宝塚歌劇団団員　苑 みかげ

　タップの楽しさを生かし、いすに座ってリズムを刻む健康ダン
スです。無理なく下半身の筋肉を鍛えます。
★第２・４水曜10:25～11:25
★３か月6回20,625円 10/13～　 よみカル  9/22

ＭＪＢタップダンス
スタジオ「ブンブン」主宰　近藤 千恵

　ジャズダンスの基礎と
タップダンスの基本を
同時に習得してダンシ
ングへと進みます。
★毎週土曜
　16:15～17:35
★３か月12回38,280円
　10/9～ よみカル  9/25

骨盤＆姿勢エクササイズ
ボディバランスエクササイズ指導者

日本体育協会公認スポーツ指導者　YAYOI 
　日常からくるご自分の 体の
クセを知り、『姿勢』『骨盤』
を整えていくことで健康的な
大人の美ボディを目指します。
★第１・３金曜13:00～14:15
★３か月6回19,800円
　10/1～
よみカル  9/17

シネマアクション
芸道殺陣　波濤流　高瀬道場師範

殺陣師・アクション監督　瀬木 一将
　竹光と呼ばれる時代劇に使わ
れる刀を使って、殺陣アクショ
ンを楽しみます。お勤め帰りの
ストレス発散に。　
★第１・３火曜18:50～20:20
★３か月6回21,450円 10/5～
よみカル  9/21

ビューティフルフラ
ビューティフルフラ講師　船崎 かほる

早川洋舞塾主宰　カレイナニ 早川
　カレイナニ早川独自のカ
リキュラムにより、基礎から
丁寧に指導します。
★毎週月曜10:30～11:45
★３か月11回36,300円
　10/4～　 よみカル  9/27

アルゼンチン・タンゴ
2008年タンゴダンス選手権アジア大会チャンピオン　大矢 英一郎

　3つの異なるリズム・ミロ
ンガ・ワルツの違いを体で
感じて下さい。
★第２・４月曜
　19:00～20:30
★３か月6回20,790円
　10/11～
よみカル  9/27

インドムービーダンス
プシュパ代表　Yuki 
　インド古典舞踊
と欧米のダンスが
ミックスさ れた、
何でもありの「マ
サラ」な楽しいダ
ンスです。
★第１・３土曜10:10～11:40
★３か月6回20,790円 10/2～　 よみカル  9/18

小学生の空手道
日本スポーツ協会公認　空手道上級指導員

全日本空手道連盟公認五段・和道会五段・指導員　高柳 伸彦
　伝統武道である空手を習得する
ことを通じて、いじめにあうことの
ないような、強い心身を養うととも
に、武道ならではの礼儀正しさを身
に付けることを目指すクラスです。
★毎週土曜18:10～19:25
★３か月10回19,030円 10/2～
よみカル  9/25

お絵かき教室
アトリエ　シーレ主宰　尾崎 理恵子

　チョキチョキ・こねこね・ペタ
ペタ　絵の具や道具を使って、
やりたいことが自由に表現で
きるよう、子供の好奇心や想
像力を伸ばしてあげましょう。
★毎週水曜16:00～17:00
★３か月12回28,908円 10/6～　 よみカル  9/29

痛み解消体操「エゴスキュー」
(一財）エゴスキュー・ジャパン協会認定Ｅサイズトレーナー　川島 春生

　誰にでも無理なくできる簡単な運動で、体のゆがみや姿勢を改善し、痛み
や不調の解消に導きます。
★第２・４月曜12:30～13:45  ★３か月6回19,800円 10/11～　 よみカル  9/27

ねこ背改善体操
健康運動指導士　中川 敦子

　背骨の動きを引き出し、筋肉の
収縮機能を回復し良い姿勢を維持
する事をメインに行っていきます。
★第１・３水曜15:00～16:00
★３か月6回20,790円 10/6～
よみカル  9/15

忍法戸隠流道場
戸隠流忍法第34代宗家初見良昭直門師範・同流派師範

長瀬 弘
　 忍法のいろいろな技を学
び、複雑な現代社会を生き抜
く強い精神力を養います。
★第２・４日曜16:00～17:30
★３か月6回18,150円
　10/10～　 よみカル  9/26

カトーエミイのシニアフラ
カトーエミイ舞踊塾フラアーツ　専属講師　ハーラニ 戸沼

　伝統的な「古典フラ」と美し
く優雅な「現代フラ」の両方を
基礎から学べます。筋力を鍛え
るストレッチを取り入れて、ゆっ
くり丁寧に進めます。
★第２・４日曜13:15～14:30

★３か月6回19,800円 10/10～　   事前体験  10/10

やさしいフラメンコ
神谷恵子フラメンコ教室主宰　神谷 恵子
　ビギナーの方はもちろん、以
前やっていた方、再スタートし
てみませんか？
★第２・４火曜14:00～15:00
★３か月7回22,330円 10/12～
よみカル  9/28

美容クラシックバレエ
バレエ講師　FTPマットピラティスインストラクター

阿弥 梨沙子
　楽しみながら受講できるようわ
かりやすく丁寧に指導します。
★毎週火曜19:00～20:15
★３か月12回38,280円 10/5～
よみカル  9/28

プレイバック宝塚
元宝塚歌劇団　東 三智
　ストレッチとウォー
キングを軸に、体の
歪みをなくし美しい姿
勢を取り戻しましょう。
BGMは宝塚！
★第２・４月曜15:30～17:30
★３か月6回19,800円 10/11～　 よみカル  9/27

楽しい知能開発教室（3歳児）
こどもクラブ 専任講師

　お母様から離れて、
お友達や先生と楽しく
遊ぶ90分です。オリジ
ナルのカードやプリント
教材を活用して、知能
分野をバランスよく伸
ばすカリキュラムです。
★毎週月曜10:30～12:00
★３か月11回29,040円 10/4～　 よみカル  9/20

楽しい知能開発教室（年中クラス）
　就学前に必要な学習の
基礎を文字や数、図形、
常識、推理、記憶、運動、
制作など様々な分野に渡
って指導する内容ぎっしり
の90分です。
★毎週金曜15:30～17:00
★３か月11回33,880円 10/8～　 よみカル  9/24

漢字・かな・実用書
日展会友　読売書法会参与　吉川 潭翠

　古典に基づいた漢字とか
なの基本から始め、漢詩・
詩歌・俳句・手紙等、漢字
とかなの美しい調和を学び
ます。実用書、硬筆も有り。
★毎週火曜10:15～12:15
　10/5～　 よみカル  9/28
★毎週土曜15:30～17:30
　10/2～　 よみカル  9/25
★各３か月10回31,900円

かな書道・実用書道
日展会友、読売書法会理事、白鷗書道会会長　中村 天馨
日展会友、読売書法会参与、白鷗書道会副会長　柴田 多計子

　かな・漢字・実用
書いずれもご自分の
好きなものを選択し
学 ぶことができま
す。希望者には級や
段を取得するための
指導もします。

★第１・３・５日曜10:15～12:15
★３か月7回22,330円 10/3～　 よみカル  9/19

生きいき書道講座
国際書画連盟常任理事　佐藤 渓心

　美しく生きいきした文字
を書けるようの毛筆の使い
方を基礎から指導します。
まずひらがなから始めます。
★第２・４木曜10:15～12:15
★３か月6回19,140円
　10/14～　 よみカル  9/23

ゆっくり楽しむ小筆
デザイン書道作家　もり みさこ

　小筆を美しく書くための基
本の基本から、丁寧に指導し
ます。
★第１・３火曜10:30～12:30
★３か月6回20,790円 10/5～
よみカル  9/21

初歩からの実用書道
読売書法会幹事・藍筍会　早田 螢舟
　美しい文字を基本から学びまし
ょう。初心者の方にも着実に基本
が身につくよう丁寧に指導します。
★毎週木曜15:30～17:30
★３か月8回25,520円 10/7～
よみカル  9/16

週末の書とペン字
読売書法会幹事　すみれ会主宰

石川 麗里
　お好みの筆記具で、基礎
からしっかりと学びます。単
位取得もでき、師範への道
も可能です。
★第２・４土曜
　15:00～17:00
★３か月6回19,140円
　10/9～　 よみカル  9/25

楽しい書道（毛筆・筆ペン・ボールペン）
読売書法会理事　日下 秋芳

　平仮名から漢字の楷行草書まで、品位ある美しい文字を基本から習得します。
★第２・４木曜18:20～20:20
★３か月6回19,140円 10/14～　 よみカル  9/23

チョークアート
チョークアートインストラクター

町田 美佐
　カラフルなチョークを使
って黒板に絵を描く新アー
トです。素敵なメニューボ
ードやウェルカムボードを
作ってみませんか。
★第１・３・５水曜19:00～21:00  10/6～ よみカル  9/15
★第２・４土曜10:30～12:30  10/9～ よみカル  9/25
★各３か月6回21,450円

ハッピーカラーマンダラ
ハッピーカラーリストSACHIKO　幸田 さちこ

　幸運を願って鮮やかな色のマ
ンダラを描きましょう。筆を使わ
ないので、絵心がなくても簡単
に始められます。
★第１・３土曜10:30～12:30
★３か月6回22,440円
　10/2～　 よみカル  9/18

パステル＆色えんぴつ
東京芸術大学油絵科卒業

水野 陽子
　パステルと色えんぴつ、お好
きな方の画材で絵を楽しめます。
★第１・３水曜12:45～14:45
★３か月6回19,140円 10/6～
よみカル  9/15

美味しい！を描こう
画家　町田 美佐

　おいしそうな食べ物たちを、さっ
と描けるようになる講座です。工夫
次第でオリジナルレシピブックや、
おもてなしメニュー表、旅の食の
記録などが作れるようになります。

★第１・３・５木曜10:30～12:30
★３か月6回20,790円 10/7～　 よみカル  9/16

俳画で描くはがき絵（３か月）
アトリエMoeru主宰　濱野 萌留
　花、果物、野菜など身近
にあるものをはがき判の中
にリズムよく、色彩豊かに
描き上げます。

★第１・３月曜15:30～17:30
★３か月6回19,800円 10/4～　 よみカル  9/20

美しい水彩　ガッシュ画
ガッシュ画会講師　飯野 玲子

　水に浸して湿らせた紙の上に絵の具をにじませて描
く水彩画です。偶
然のにじみを楽し
んだり、色を塗り重
ねて深みを出したり
して、身近な風景
や花を幻想的な作
品に変身させます。

★第１・３火曜13:00～15:00
★３か月6回20,790円 10/5～

日曜日のボタニカルアート
植物画家　広瀬 啓子

　身近な四季折々の植物を特徴
を捉えながら正確にかつ美しく描
いていきます。
★第２・４日曜13:00～15:00
★３か月6回19,140円 10/10～
よみカル  9/26

はじめての日本画
日本美術院　院友　松下 雅寿

　写生や画材の使い方、表現技法など、初めての
方にもわかりやすく丁寧に
指導します。奥深い日本画
の雰囲気を感じながら楽し
く素敵な作品に仕上げてい
きましょう！
★第１・３水曜10:30～12:30
★３か月6回20,790円 10/6～　 よみカル  9/15

絵画の時間
国画会会員　山内 英夫

　技法を問わず、共に制作を通
して絵のことを考えていく時間
と場所を提供したいと思います。
★第１・３土曜13:30～16:00
★３か月6回20,790円 10/2～　 よみカル  9/18

美術を楽しむ
アートナビゲーター　深津 優希

　絵画、彫刻はもちろん、様々
な美術作品の鑑賞を、ぜひご
一緒に楽しみましょう。
★第１水曜19:00～20:30

★6か月6回20,790円 10/6～　   事前体験  10/6

メイクアップ基本の《き》
メイクセラピスト　佐藤 義子
　年齢と共に顔も変化しま
す。50分の個人レッスンで
あなたが輝き、元気にみえ
るメイク法を学びましょう。

★第３火曜10:30～19:00
★３か月3回16,500円 10/19～

ジェルネイルレッスン
プライベートネイルサロン「クリスタル」オーナー　青柳 ひろみ

　短時間集中で指先のおしゃ
れを楽しんでみませんか？
★第２月曜15:30～17:30
★３か月3回11,220円
　10/11～

03-3870-2061北千住

各講座受講料の他に別途維持費が必要です。講座によっては教材費等が必要な講座もあります。

癒やしのカンボジア舞踊
カンボジア古典舞踊家・カンボジア舞踊グループSAKARAK主宰

山中 ひとみ
　どこか神秘的でゆっくりしたその
踊りと、ヨーガと体操を加えた全
身運動のクラスです。ゆったりとし
た美しい音楽に合わせて脳と身体
を健やかに美しくしていきます。
★第２・４金曜12:00～13:10
★３か月6回19,140円 10/8～
よみカル  9/24

川柳はじめの一歩
神奈川県川柳協会会員

やまぐち 珠美
　日頃湧いてくる楽しさやうれし
さを575で表現しませんか。
★第３木曜12:30～14:00
★３か月3回11,550円
　10/21～　 よみカル  9/16

女性のためのかな書道
(毛筆・ペン）� 読売書法会理事　稲葉 淳子
　お好きな筆記具で、日
本文化の誇るかな書道を
楽しみませんか？
★第２・４月曜
　10:30～12:30
　13:00～15:00
★各３か月6回19,800円 10/11～ よみカル  9/27

ほっとする書道
日本書蒼院副理事長

松尾 健太
　美しい文字が書けるのは嬉
しいですよね。受講者それぞ
れの希望に応じて指導します。
文字を書くことに自信が持て
るよう一緒に始めましょう。

★第２・４水曜15:30～17:00
★３か月6回19,140円 10/13～　 よみカル  9/22

外国人への
日本語の教え方（入・初）
元(財)津田塾会津田日本語教員養成講座教授法関連主任講師

　元橋 富士子
　外国人に日本語を教える際
に必要な日本語を客観的に分
析する方法とそれを教える実
践法を学びます。
★第２・４土曜10:30～12:00
★３か月6回22,440円
　10/9～

カリグラフィー
カリグラファーズギルド会員

木村 ゆり子
　専用のペンで、
書体の書き方から
学び、文章の練習
をしながら作品を
完成させます。

★第１・３土曜10:15～12:15
★３か月6回19,140円 10/2～　 よみカル  9/18

キッズ・ジュニア

ヴィーナスダンススクール専任講師　水曜クラス　新居 史麻
木曜クラス　山田 小依　土曜クラス　永野 仁那

　ヴィーナスで活躍した講師陣
や現役ヴィーナスが直接指導に
あたり踊る楽しさを感じながら

リズム感や体力、柔軟
性を高め、礼儀作法や
協調性を育みます。

★（小学生）毎週水曜17:00～18:00　10/6～
よみカル  9/29
★（小学生）毎週木曜17:30～18:30　10/7～
よみカル  9/23
★（小学生）毎週土曜16:40～17:40　10/2～
よみカル  9/25
★各３か月12回26,400円

ジャイアンツ
ヴィーナスダンススクール

はじめての
蒼山日菜レース切り絵

蒼山日菜認定講師　中沢 ユキコ
　小さなはさみ１
本で作り上げる、
モノクロームの切
り絵。
★第１日曜
　13:00～15:00
★6か月5回
　20,625円
　10/3～

羊毛でつくるフェルト雑貨
フェルト作家

こやま あきこ
　 ふわふわの
羊毛からフェル
トを手作りして、
いろいろな雑貨
を作ります。

★第１水曜10:15～13:15
★6か月6回24,090円 10/6～　 よみカル  9/1

楽しい洋裁
ドレスデザイナー　秋山 祐子
　お好きなデザイン、ア
イテムを作っていただく自
由レッスンの講座です。
★第２・４火曜
　18:15～20:15
★３か月6回18,480円
　10/12～

たのしい陶芸
陶芸家　羽二生 みどり

　成型から釉掛けまでの
技術を身につけ、楽しく
好きなものを作ります。
★毎週木曜
　10:30～12:30
　15:30～17:30
　18:30～20:30
★各３か月10回34,100円 10/7～ よみカル  9/30

メルヘンシャドウボックス
カリフォルニアシャドウボックス協会　飯高 和美

　切絵細工の立体ホビ
ーアートです。作品は陶
器のような光沢を持ちプ
レゼントにも喜ばれます。
★第２・４火曜
　10:30～12:30
★３か月6回19,140円
　10/12～

午後のフルーツ＆
ソープカービング
Carving-Art-Society　カービングスペシャリスト　井上 裕子
　タイ独特の手法を使って、
普段見慣れた野菜・果物に
さまざまな表情をつけてい
くカービング。
★第４金曜13:00～15:15
★6か月6回19,800円
　10/22～ 

鎌倉彫
鎌倉彫一陽会専任講師

手塚 彬子
　三橋彫独特の優雅で
格調高い彫りの基本か
ら指導。丸盆、名刺盆、
手鏡などを作ります。

★第２・４月曜10:15～12:15、15:30～17:30
★各３か月6回20,790円 10/11～ よみカル  9/27

手話ダンス
NPO法人・手話ダンスYOU＆I認定講師　仁神 和子

　手話とダンスが融
合したもので、１曲で
たくさんの手話が覚
えられます。 頭と身
体を使うほどよい全
身運動です。

★第１・３火曜13:00～14:30
★３か月6回19,140円 10/5 ～　 よみカル  9/21

飯田深雪のアートフラワー
深雪アートフラワースタジオ本部講師　佐々木 節子

　従来の造花と
はまったく異なる
芸術的な造花で
す。 基礎から色
の出し方など初
心者にもわかり
やすく指 導しま
す。基礎・上級、
専科と進みます。

★第２・４土曜15:30～17:30
★３か月6回18,216円 10/9～

佐藤法雪の羊毛フェルトで作る
リアル猫人形教室

猫人形作家　佐藤 法雪
　リアルで可愛い
犬・猫、小動物（ウ
サ ギ・リスなど）
を作ります。
★第２月曜
　12:30～15:00
★6か月6回
　27,720円 
　10/11～

革・着物から作るコサージュ
アトリエ「華麗塾」

橋本 麗花
　着物布、洋服地、
革等の身の回りの
布からコサージュ
を作ります。

★第３火曜13:00～15:00
★6か月6回19,800円 10/19～　 よみカル  9/21

シースルー・クレイフラワー
ジュンコフローラスクール教授　齋藤 禮子

　透明感のある樹脂粘土を使用し、軽くて丈夫なクレイの特徴を生かし、
コサージュ、ブーケ、リースなど繊細でギフトにも適している作品を作り
ます。
★第２・４水曜10:30～12:30　★３か月6回19,140円 10/13～
よみカル  9/22

土に親しむ陶芸
陶芸家　伊藤 純子

　基本的な器の
作り方や、釉掛
け、線彫り、掻
き落しや釉彩、
絵の具を使った
絵付けについて
学びます。

★毎週木曜13:00～15:00
★３か月9回30,690円 10/7～　 よみカル  9/16

カウンセラー養成講座（基礎）
全日本カウンセリング協議会認定カウンセラー・日本カウンセリング研究会本部講師

市原 百合子
　相手の悩みや不安に耳を傾け、心晴れやかに過ごせるよう援助する方法を、
実践的なカリキュラムで身につけます。
★第１・３・5火曜12:45～15:00　★３か月7回20,328円 10/5～
★無料説明会 9/21（火）11:00～12:00

アトリエエヌのビーズフラワー
アトリエエヌ主宰　中澤 のり代

　ビーズをワイ
ヤ ー に 通し て、
花弁、葉などパ
ーツを作り組み
立てて可愛いお
花を作ります。

★第３木曜13:00～15:00
★6か月6回19,800円 10/21～　 よみカル  9/16

羊毛フェルトで作る
犬と癒やしの小物
羊毛DOG作家　土屋 乃理子
　作品は手のひらサイズ
ですので、作業スペース
も飾る場所も選びません。
プレゼントにも！
★第３水曜12:30～15:00
★6か月5回20,900円
　10/20～
よみカル  9/15

靜花流　日本刺しゅう
日本刺繍靜花流講師　森 綾子
　絹糸のしなやかさと色の
組み合わせによって心ゆた
かな作品を創作します。
★第１・３火曜
　10:15～12:15
★３か月6回31,680円
　10/5～　 よみカル  9/21

絽刺し（ろざし）
花と絽刺し主宰　黒川 朋子

　日本の伝統工芸の刺し
ゅう「絽刺し」。「流れ」や

「鱗(ウロコ)」柄を刺して
みませんか？
★第３水曜10:30～12:30
★6か月6回25,740円
　10/20～ よみカル  9/15

ステンドグラス
ゼブラスタジオ主宰　志摩 章子
　幻想的なヨーロッパスタイ
ル、現代的なアメリカンスタ
イルなどの技術を基礎から指
導します。あなたの個性を生
かした作品が作れます。
★第１・３金曜12:45～14:45
★３か月6回19,800円
　10/1～

彫金工房
彫金工房UH主宰　宮部 美子

　彫金技術の最も基本的な
作業を折り込んだカリキュラ
ムです。
★第２・４土曜14:45～16:45
★３か月6回20,460円
　10/9～　 よみカル  9/25

グラスリッツェン
よみうりカルチャー講師　原田 ジュン

　グラスやプレートにダイヤモンドの粉末をつけた針で、様々な模様を彫ります。
型紙を使って、初歩から指導します。
★第１・３火曜10:30～12:30　★３か月5回16,500円 10/5～　 よみカル  9/21

くらしに活かす毛筆
（賞状書技士養成講座）

東京賞状書技士養成塾代表　藤原 雅鳳
　賞状は特殊な技能を必要
とします。日常生活やビジネ
スに生かす技法を学び墨痕
鮮やかな格調高い筆耕を目
指します。
★第１・３・5金曜10:15～12:15
★３か月7回23,100円 10/1～　 よみカル  9/17

手話教室（経験者）
手話通訳士　梨本 惠子

　手話で日常会話ができるよう
に楽しく学んでいます。手話の
特徴やろう者の生活や文化も学
ぶので、福祉に対する理解も深
まり自分の世界が広がります。
★毎週土曜18:00～19:15
★３か月10回30,250円
　10/2～

クラシック音楽＆
コンサート鑑賞入門
音楽プロデューサー　佐藤 浩士
　クラシックの名曲を通し
て、その曲のエピソードを交
えながら楽しく鑑賞します。
★第４日曜10:30～12:30
★３か月3回10,395円
　10/24～　 よみカル  9/26

夢のヴァイオリン（個人30分）
武蔵野音楽大学卒　中山 さとみ
　演奏経験・指導経験ともに
豊富な講師が、初心者から上
級者まで丁寧に指導します。
★第２・４火曜12:30～17:00
★３か月6回28,050円
　10/12～

オカリナ個人・隔週木曜
（個人30分）

オカリナ奏者　陣内 幸恵
　オカリナは、土でできた手
作りの楽器です。オカリナの
美しい音色と楽しみながら、や
さしく指導します。
★第２・４木曜13:00～17:30
★３か月6回20,790円
　10/14～

吟詠歌謡・剣舞・詩舞
千秀会会長　横山 千秀
　「川中島」「白虎隊」

「武田節」「古城」な
どを刀と扇を持って踊
ります。
★第１・３火曜
　13:45～15:15

★３か月6回19,800円 10/5～　 よみカル  9/21

粋な唄・三味線� 端唄根岸師範　根岸 悦弥
　粋な端唄や俗曲を初歩から稽古します。
三味線はバチの持ち方から指導します。
★（唄のみ）第２・４水曜14:00～15:00
★３か月6回19,800円 10/13～
★（両稽古）第２・４水曜13:00～15:00
★３か月6回23,100円 10/13～

シュガーアート
東日本アイシングクッキー協会代表、シュガーアーティスト　田中 弥生
　お砂糖のペーストを使
いクッキーやケーキの装
飾品、シュガーデコレーシ
ョンケーキ等を作ります。

★第２木曜15:30～17:30
★6か月6回20,790円 10/14～

可愛いアイシングクッキー
　可愛くて美味しいと大
人気のアイシングクッキー
を作ってみませんか？初め
ての方にピッタリのコース
です。
★第３金曜15:30～17:30
★6か月6回20,790円 10/15～

ドイツリートの楽しみ
声楽家　中村 仁

　ドイツリートの歴史や歌曲
で必要なドイツ語発音法を
学び、一緒に楽しく歌ってみ
ませんか？
★第２日曜13:00～14:30
★３か月3回10,725円
　10/10～     事前体験  10/10

楽しいハーモニカ（入門クラス）
アルモニカ・アカデミア師範

尾田 實
　ハーモニカを楽しく吹く
教室です。歌心があれば誰
でも吹けるようになります。
健康にもおすすめです。

★第２・４土曜15:00～17:00
★３か月6回18,150円 10/9～　 よみカル  9/25

はじめてのギター（入門）
ミチギター教室講師　石川 美樹

　受講者それぞれのレベルに合わせて進め、上達のコツを楽しく教えます。 
★第１・３土曜12:45～13:45
★３か月6回20,790円 10/2～　 よみカル  9/18

マンドリン
東京マンドリンアンサンブル所属

小倉 久範
　美しいトレモロの音は、年
代を問わず親しまれています。
基礎からレベルに合わせて指
導します。
★第１・３土曜16:00～18:00
★３か月6回18,975円
　10/2～

初心者の木曜ジャズボーカル
ジャズボーカリスト　坪井 紀美江

　素敵なジャズのスタンダードナンバーを歌いませんか？ 個性を大切
に、分かりやすくアドバイスしていきます。
★第２・４木曜18:30～20:00
★３か月6回19,800円 10/14～     事前体験  10/14

文化箏と三味線・個人30分
文化箏認定師範　白橋 昌江

　全長86cmのお琴、
文化箏か三味線を選択
して学べます。
★第２・４水曜
　13:00～16:00
★３か月6回23,760円 
　10/13～

季節の野菜を使ったお漬物
野菜ソムリエ　食生活アドバイザー　有里 節子

　無農薬の糠とミネラル豊富
な塩、北海道産の昆布でぬ
か床作りから始めます。和風・
洋風なピクルスも作ります。
★第４土曜13:00～14:30
★３か月3回10,395円
　10/23～

気軽にボイス
トレーニング�（個人30分）

武蔵野音楽大学大学院修了　二期会会員　越野 麗子
　お好きな曲やチャレンジし
てみたい曲など発声を学びな
がら楽しく歌って免疫力をアッ
プさせましょう！ 
★第１・３月曜11:30～15:00
★３か月6回25,740円
　10/4～

ボイス＆
ボーカルレッスン��（個人40分）

ブルースシンガー　村上 智里
　一人ひとりと丁寧に向き合
い、基礎のボイストレーニン
グから歌力の向上を目指しま
す。歌うことの楽しさを共に
感じましょう。
★第１・３金曜15:30～20:00
★３か月6回25,740円 10/1～

楽しいボサノバ
ボサノバ歌手　北山 哲子

　ポルトガル語中心ですが、
カナ付きの譜面で一曲ずつ
覚えるので初心者でも安心
です。
★第１・３火曜15:00～16:30
★３か月6回19,800円 10/5～　 よみカル  9/21

カンツォーネ＆オペラアリア
イタリア国立パルマ音楽院卒　日向 由子
　原語で歌いますが、繰り返し歌
って発音しますので、全く初めて
の方でも大丈夫です。楽しく歌い
ながら、自然にイタリア語も覚え
られる、イタリアの魅力いっぱい
の講座です。

★第１・３火曜15:15～16:45
★３か月6回19,800円 10/5～     事前体験  10/5

初めての生田流筝曲
筝曲宮城会大師範　中村 美代子

　基本重視の古典・フィーリングを
大切にしたい新曲、どちらも丁寧に
指導します。
★第２・４水曜10:30～12:00
★３か月6回19,800円 10/13～

山田流筝曲・三絃
山田流筝曲講師　鈴木 厚一

　気品あふれる古典曲に加えて、現代感覚あふれる新
曲を、年齢を問わず、経験に応じて指導していきます。
★毎週土曜13:00～15:00 
★（筝曲のみ）３か月8回26,400円 10/9～
★（両稽古）３か月8回30,800円 10/9～

英国紅茶サロン
日本紅茶協会認定シニア・ティーインストラクター　髙橋 玲子
　英国でのティータイム
や童話の中の紅茶シーン
など紹介します。優雅な
紅茶の午後をご一緒しま
せんか？
★第４木曜13:30～15:30
★6か月5回17,325円 10/28～

はじめまして！�ハングル入門
沈 貞淑

　ハングルの読み書きを覚えたての方向けクラ
スです。“韓国の今”を織り込みながらの楽しい講
座です。
★毎週水曜19:00～20:30
★３か月12回38,280円 10/6～     事前体験  10/6

イタリア語中級
ダニエーラ スタービレ

　ABCの発音や簡単な挨拶、数
の数え方ができる方向けのクラス
です。
★第１･３水曜19:00～20:30
★３か月6回19,800円 10/6～
   事前体験  10/6

やさしいドイツ語初級
赤池 王

赤池エルフリーデ
　挨拶、買い物などに役
立つ基礎会話を学ぶと、
旅はひときわ快適になり自
信もついてくるものです。
★第２・４金曜19:00～20:30
★３か月5回16,500円 10/8～　   事前体験  10/8

日曜の英会話初級
デイビッド ホール

　平日は忙しくてなかなか時間の
取れない方へ、日曜の午後を利用
して英会話を学んでみませんか。
★第１･３日曜13:00～14:30
★３か月6回19,800円 10/3～
   事前体験  10/3

英語を聞き取るコツ中上級
森田 澄子

　聴き取りの習慣によってあなた
の英語はさらにつかえるようにな
ります。
★毎週月曜10:30～12:00
★３か月10回34,650円 10/4～
   事前体験  10/4

スペイン語初級～中級
浅野 マリアンジェルス

　スペイン語圏への旅行を計画中
の方や、昔勉強をしたことのある
方におすすめのクラスです。
★第２・４水曜19:00～20:30
★３か月6回19,800円 10/13～
   事前体験  10/13

創作人形教室
� 人形作家　一花 和子
　愛らしい子供の一瞬の表
情やしぐさを表現します。
指先から足の先まで愛情込
めてすべて手づくりします。
★第２・４水曜
　10:30～12:30
★３か月6回25,740円
　10/13～

つちぼとけを作ろう
土仏師　三浦 尊明

　「かわいいお地蔵さん」、
幸せを運ぶ「つちぼとけ」
を一緒に造仏しましょう。
初心者でも大丈夫です。
★第２木曜13:00～16:00
★6か月6回21,450円
　10/14～　 よみカル  9/9

内川陶芸
陶芸家　内川 清徳

　初心者向けの
講座。手軽な技
法で茶碗や蕎麦
猪口などお好き
なものが作れま
す。

★毎週火曜10:30～12:30
★３か月12回40,920円 10/5～　 よみカル  9/28

邦楽

ゼロからのフランス語基礎
ファビエンヌ ギュマン

　フランス・スイス・カナダ等、多
くの地域で使用されているフラン
ス語。美しい響きが魅力的です。
★第１・３木曜19:00～20:30
★３か月6回19,800円 10/7～

オンライン

マンツーマンはじめての
韓国語（40分）� 柳 ジョンエ
　平日は忙しくて時間が取れないという方にお
すすめの月2回、日曜クラスです。
★第1・3日曜12:30～15:40
★３か月6回26,400円
　10/3～　   事前体験  10/3

日曜の韓国語初級
★第２・４日曜13:00～14:30
★３か月6回19,800円 10/10～    事前体験  10/10

New


