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北千住
お問い合わせ
資料請求
（無料） 03-3870-2061

よみカル北千住 検索

◆�表示の入会金、受講料等は消費税込みの金額
◆�受講料の他に設備費、教材費、保険料、音楽著作権料が必要
◆�ほとんどの講座で見学（20分程度無料）、体験（有料）が可能公開講座の 受 受講料  教 教材費  設 設備費  保 保険料

kitasenju@ync.ne.jp つくばエクスプレス
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入会金不要・要予約公開
講座初めて募集の講座New

受付時間 月曜〜金曜１０：００〜２０：３０（土曜〜20：00、日曜〜１８：００）※12月29日〜2020年１月４日は休業します。
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華やかな
お正月飾り

梢ファンタジーフラワーアート主宰
伊藤 梢

　新年号令和に縁起の良い紅
白の水引きを使ってアーティシ
ャルフラワーなどで演出します。
★12/14（土）10:30〜12:30
受会員：1,100円 一般：1,430円
教3,500円 設110円

和室でもイスで楽しむ茶の湯
江戸千家いずみ会代表　井上 皓心

　畳席の和室で今の私
たちの生活の中でも気軽
に楽しめるよう、椅子に
腰かけたまま学びます。
★第３水曜10:30〜12:30
★３か月3回7,590円
　1/15〜　    よみカル  1/15

トロッケンゲビンデの新年飾り
トロッケンゲビンデ講師　桜井 ゆき子

　幸せを呼ぶ丸い木の実とドライフラ
ワーなどでお正月の壁飾りを作ります。
★12/18（水）10:30〜12:30
受会員：1,100円 一般：1,430円
教2,500円 設110円

アロマワックス・バレンタインアレンジ
風花プリザーブドフラワー協会代表　河原 由美

　火をともさずに香るアロ
マワックスで作ります。プ
レゼントにいかがですか？
★1/26（日）13:00〜14:30
受会員：2,420円
　 一般：2,750円
教2,750円 設110円

ハートのバッグブーケ＆ブートニア
フラワーサロン Rose Classic代表

おおくぼ きえこ
　プリザーブドフラワーで手
作りのブーケ。大きさ約24
㎝×約17㎝
★1/25（土）12:00〜14:00
受会員：2,640円
　 一般：2,970円
教8,580円 設110円

草月流　お正月飾り
草月流師範会理事　山田 翠

　アレンジ自由でナチュラ
ル、シンプルに仕上げます。
★12/12（木）15:30〜17:30
受会員：1,100円
　 一般：1,430円
教1,500円 設110円

プリザーブドフラワーで作る
クリスマスリース

ホームメイドプリザービング協会主宰厚生労働省認定一級フラワー装飾技能士　きほ 
　プリザーブドの赤い薔薇
２輪とグリーンが入り、水
引を足せばお正月飾りにも
おすすめです。
★12/1（日）11:00〜13:00
受会員：2,640円
　 一般：2,970円
教3,300円 設110円

プリザーブドフラワーの花時計
風花プリザーブド協会講師　アトリエ・マイベリィ主宰　藤崎 幸恵

　白い時計のフレームにプリ
ザーブドフラワーやドライフラ
ワー、木の実をアレンジして
可愛い時計を制作します。
★12/22（日）13:00〜15:00
受会員：2,420円 一般：2,750円
教3,200円 設110円

花文字で年賀状
日本花文字の会理事　大塚 麻由 

　鮮やかな色を使い年賀状
を書いてみましょう。
★12/10（火）15:00〜16:30
★12/12（木）19:00〜20:30
受会員・一般：1,100円
教500円 設110円

笑い文字  ありがとう講座
一般社団法人　笑い文字普及協会　福薗 ちよこ

　笑い文字は、満面の笑
顔の筆文字です。感謝の
気持ちを込めて「ありがと
う」を書いてみましょう。
★12/16（月）13:00〜15:00
受会員・一般：3,300円
教1,100円 設110円

チョークアートでしめ飾り
チョークアートインストラクター、画家

町田 美佐
　黒板にカラフルなチョークを使い
指で描きます。2Lサイズの額付き。
★12/18（水）19:00〜21:00
受会員・一般：1,100円
教500円 設110円

令和初春の小石川七福神巡り＆
お正月ランチ

お江戸ウォーカー／演芸ライター　山口 則彦
　あらたまの年の幸運を…。
落ち着いた佇まいの古刹から
歴史文化の香り漂う文京界隈
を、楽しい解説とともにご案
内します。（ランチ代別）

★1/16（木）または1/21（火）10:30〜14:30
受会員：2,640円 一般：2,970円 教110円 保100円

よみうりカルチャー
公式キャラクター

●入会金�5,500円
●�65歳以上と小学生以下のお子様は入会金無料
●�読売新聞購読の方、購読予定の方に入会金の特
典があります（入会金無料の65歳以上の方には
受講料割引券1,000円分を進呈）

●�入会金と受講料のお支払いは、窓口またはホー
ムページで承ります。窓口では現金かクレジット
カード、ホームページではクレジットカードのみの
お取り扱いとなります。
●�2期目以降の受講継続の手続きでは、銀行口座
振替（自動引き落とし）もご利用いただけます。

入会金と受講料お支払い等のご案内
定期講座の受講料200円（税抜き）につき
１ポイント（クレジットカード利用は400円
で１ポイント）たまります。�〈早得ポイント〉�
12月15日までに継続手続きをされた方
に100ポイントお付けします。

よみカル·ポイント

刀剣マスター末兼俊彦の
日本刀講座4.5.6.
　日本の美術・工芸品を代表するものの一つが日
本刀です。日本刀が文化史や美術史の上でどのよ
うな役割を果たしてきたのかを解説します。
★第２土曜18:15〜19:45
★３か月3回9,900円　1/11〜

少林寺秘伝  若返り健康気功
全日本少林寺気功協会　認定気功師　飯塚 貴子

　中国少林寺というと武術で
有名ですが、少林寺気功は
激しい武術の修行をする僧侶
達の健康法として、禅と共に
伝承されてきました。呼吸法
など、究極の健康法、アン
チエイジングを味わえます。
★第２・４木曜20:15〜21:45
★３か月6回15,840円  
　1/9〜　    よみカル  12/26

津軽三味線
津軽三味線小川流師範

　小山 清雄
　グループは構え方などの
基礎を中心に、簡単な曲か
ら始めます。個人は大会出
場を目指す方や演奏してみ
たい曲の相談にも応じます。
★（グループ）
　第2・4火曜15：00〜16：15
★3か月6回18,480円　1/14〜　    よみカル  1/14
★（個人30分）
　第2・4火曜16：30〜18：30
★3か月6回19,800円　1/14〜

楊式太極拳・健康クラス
監修　長江会会長　長尾 豊喜

講師　長江会　長沼 宏和
小川 行勇
足立 幸夫

　健康づくりに最適な技から始め
ます。無理なく短い時間でも充分
に効果が望めます。
★水曜17:15〜18:45
★３か月12回30,360円　1/8〜
    よみカル  1/8

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で
き、アドバイスも含めご指導します。
★月曜10:30〜12:00
★３か月11回27,830円
　1/6〜　    よみカル  1/6

夜の美容バレエストレッチ
山川バレエ団　本間 潤一

　バレエの基礎とストレッチを中
心に指導します。
★第１・３・５水曜19:00〜20:30
★３か月6回15,840円
　1/15〜　    よみカル  1/15

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

　忍法の技を学び、精神
力を養い、 大胆、 鮮烈
に生きるための発想法を
伝授します。
★第２・４日曜
　16:00〜17:30
★３か月6回14,520円
　1/12〜　    よみカル  1/12

殺陣道でリフレッシュ
日本殺陣道協会師範　菊地 竜志

　時代劇でおなじみ殺陣。演技表現としての美しい「型」
を習得しながら、
伝統文化の「心」
を学びます。
★第１・３・５水曜
　20:30〜21:40
★３か月6回
　17,160円  
　1/15〜
    よみカル  1/15

基礎バレエ&ストレッチ
井上バレエ団団員

中畑 綾香
　ストレッチで体をほぐ
し、 バーレッスンに入
っていきます。まっす
ぐに立つこと、体の軸
を作ることに重点を置
いたクラスです。
★第２・４月曜日
　15:00〜16:10
★３か月6回15,840円
　1/13〜　    よみカル  1/13

お仕事帰りの
フラダンス（超入門）

ケアカ山元フラスタジオ講師
山元 夕香

　明るい色を身につけて、心
地よいハワイアン音楽で踊り
ます。
★第１・３金曜19:30〜20:45
★３か月6回15,180円  1/17〜
    よみカル  1/17

らくらく広池ヨーガ健康法（入門）
広池ヨーガ健康研究所代表　宮本 登喜子
広池ヨーガ健康研究所講師　寺田 ひろ子

　ヨーガは血液
を循環させて、
身 体 を 整 えま
す。簡単なポー
ズによる腰痛、
ひざ痛の予防改
善もできます。
★第２・４金曜
　13:00〜14:30

★３か月6回13,860円　1/10〜　    よみカル  1/10

アフリカンリズムでストレッチ
健康アドバイザー　荒藤 恵理子
　アフリカンビートに合わせて
リズムカルにストレッチします。
★第２・４木曜12:00〜13:10
★３か月6回15,180円
　1/9〜　    よみカル  1/9

大原ひで子のフラダンス
大原ひで子フラスタジオ

大原 ひで子
　甘い調べに乗るフラダンスは、
誰にでも楽しめます。やさしく踊
れ、足腰も強く、美しくなります。
★土曜18:30〜20:30
★３か月12回31,680円　1/11〜
    よみカル  1/11

インストラクターと踊る
社交ダンス入門

プロダンスインストラクター
佐藤 光彦

　基礎を見直したい方、本
格的な技術を習得したい方
までレベルに合わせて指導
します。
★第２・４日曜15:30〜17:00
★３か月6回15,840円　1/12〜　    よみカル  1/12

ピアノで楽しむ夢・恋・酔い演歌
（少人数クラス）

　ピアノで発声練習をした後、ヒット演歌の中から、
講師が課題曲を選びフレーズごとに指導します。
★第１・３金曜10:15〜11:15、11:20〜12:20
★各３か月5回19,250円　1/17〜

楽譜の読み方と
ボイストレーニング

東京音楽大学卒業
鈴木 雅子

　「音符の読み方・リズ
ム」等の音楽の基礎を学
ぶ講座です。よく知られ
ている曲を取り上げます。
★第2火曜10:30〜12:00
★３か月3回8,250円
　1/14〜
   よみカル  1/14

オールディーズを歌おう
オフィスVMC講師　隅川 真里

　青春時代に聞き、熱
中した映画音楽やポッ
プスを英語で歌います。
ボイストレーニングも行
いますので発声も身に
つきます。
★第２・４金曜
　10:30〜12:00
★３か月6回16,500円
　1/10〜
   よみカル  12/27

60才からのギター（入門・初級）
ミチギター教室講師　吉住 和宏

　音楽やギターが初めてでも
大丈夫。誰もが知っている曲
が課題曲です。
★第２・４水曜15:00〜16:10
★３か月6回16,500円　1/8〜
    よみカル  12/25

楽しく歌う！ 新春童謡
日本童謡学会アンバサダー統括委員　童謡歌手

　 大澤 よしこ
　心温まる懐かしい童謡
を皆さんで歌いましょう。
誰もが楽しめる「童謡百
人一首」にも挑戦します。
★1/6（月）13:00〜14:30
受会員：2,750円
　 一般：3,080円
設110円 

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
　ハーモニカは歌心があれ
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14,520円
　1/11〜　    よみカル  12/14

ピアノで楽しむ夜のヒット演歌
（3名限定クラス）

★第２・４水曜10:15〜11:15
★３か月6回23,100円　1/8〜

ピアノで歌うカラオケ
個人レッスン（３０分）

作曲家　上野 正樹
　プロのレッスン方法と同
じように発声練習をし、基
本から指導します。１曲を
大切に仕上げます。
★第３土曜15:30〜18:00
★３か月3回16,500円
　1/18〜

足腰にやさしい
健康気功

　体力、足腰に自信のない方は座
って参加できます。イメージと深い
呼吸により免疫抵抗力を高めること
もできます。
★第２・４日曜10:15〜11:45
★３か月6回15,840円　1/12〜
    よみカル  12/22

座って寝て楽しく筋トレ45分
骨盤スタイリスト　さら

　座りながら、寝ながらの
短時間でできる筋トレで
す。年齢や体力に関係な
く腰痛やヒザ痛の予防にも
なります。
★第2・4金15：25〜16：10
★３か月6回13,200円 
　1/10〜　    よみカル  1/10

誰でもカンタンに柔らかくなる！
魔法のストレッチ講座

柔軟性改善ストレッチ
インストラクター

大村 佳子
　痛くない＆効果絶大
のオリジナルストレッチ
で、すぐに柔らかくしま
す。今までのストレッチ
の概念が変わります。
★第１月曜
　15:00〜16:30
★３か月3回11,880円 
　1/6〜
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初めての新内小唄
新内小唄二代目家元
ふじ松 加奈子

　新内浄瑠璃の流れを汲む新
内小唄を基礎から学びます。
★（唄のみ）
　第２・４水曜15:30〜16:30
★３か月6回15,840円　1/8〜
★（両稽古）
　第２・４水曜15:30〜17:00 
★３か月6回20,460円　1/8〜
    よみカル  1/8

宿題なしのおこと三弦・個人30分
（初級）（中級）（上級）

監修　清松会主宰　富成 清女
生田流箏・三絃公認師範　坂川 清楽

　ご自宅では音が出せない
という人でも安心して始めら
れます。和楽器の美しい音
色で心安らぐひとときを…。
★第１・３・５火曜
　17:00〜20:30

★初級・３か月7回18,480円 1/7〜　    よみカル  12/17
★中級・３か月7回21,560円 1/7〜
★上級・３か月7回25,410円 1/7〜

どじょうすくい踊りと唄
安来節保存会踊り師範　金子 誠一

　安来節は島根県の伝統芸能の
ひとつです。踊り尽くせば心地よ
くストレス解消、健康増進に役立
ちます。
★第２・４日曜10:30〜12:00
★３か月6回15,180円　1/12〜
   よみカル  1/12

しの笛� 鳳聲流鳳聲喜三雄門弟　鳳聲 緑
　幼いころより、一度は耳
にした事のある祭り囃子を
吹いてみませんか。
★第２・４水曜10:30〜12:00 
★３か月6回15,180円
　1/8〜　    よみカル  1/8
★第２・４火曜19:00〜20:30
★３か月6回15,180円
　1/14〜　    よみカル  1/14

浪曲（浪花節）を語ってみよう
日本浪曲協会相談役　東家 浦太郎

　初めての方でも、
楽しんで浪曲を唸って
みませんか。無理の
ない発声など、基本
から学んでみましょう。
★第２・４金曜
　15:00〜17:00
★３か月6回17,160円
　1/10〜

New

New

New

奈良薬師寺管主　加藤 朝胤
世界一癒される般若心経 

　　～正しい道を歩む～
　健康、 地位、 財産など全て
変化するものです。一歩立ち位
置を変えてみると、自身を悩ま
せた恐怖は取り除かれ、 晴れ
晴れとした心の平安をいただく
事ができます。
★1/26（日）10:30〜12:00
受会員：2,200円 一般：2,530円
設110円 

エンジョイ！
マジック

日本奇術協会相談役　元 はじめ
　手品は、どなたでも楽しめ
る世界共通のベストコミュニ
ケーションです。
★第２・４金曜19:00〜20:30
★３か月6回15,180円
　1/10〜　    よみカル  1/10

倉嶋紀和子の古典酒場部
古典酒場編集長　倉嶋 紀和子

　「酒場をとことん楽しみつくす」をテーマに大
人の部活動開始！ 酒呑みを惹きつけてやまない
古典酒場。
★第２土曜18:30〜20:00
★３か月3回9,900円　1/11〜

案内人と歩く！
江戸下町歴史ウォーク
　案内人が面白歴史エピソードをお話ししながらご
案内します。散策後は美味しいランチを召し上がれ。
★第３火曜9:30〜13:00
★３か月3回8,250円　1/21〜

相撲と忠臣蔵
本所の不思議散策

江戸東京下町歴史研究会代表　七島 伸治
　両国駅に集合後、すみだ北
斎美術館や吉良邸跡を見学。相
撲部屋通り、国技館通りを散策
後はちゃんこランチをお召し上が
りいただきます。（ランチ代別）
★12/17（火）9:30〜13:00
受会員・一般：2,750円 保100円

2020年の運気と
あなたの開運ポイント

フローリーディング研究所主宰　中村 彩祐子
　2020年をより幸せに、豊かに過ごすための

開運法を教えます。個別に
ワンポイントアドバイスもし
ます。
★1/14（火）10:30〜12:00 
受会員・一般：2,750円
教440円 設110円

モダン盆栽でお正月飾り
琳葉盆栽教室主宰

岸本 千絵
　現代のインテリアにもあう
モダン盆栽でお正月飾りを作
ります。日本の美しい四季を
楽しみましょう。
★12/27（金）13:00〜15:00
受会員・一般：3,190円
教5,500円 設110円

春の盆栽～桜～
（財）日本自然観察指導員・

なづかりオーガニックファーム主宰　かさはら えつこ
　庭がなくても季節
の変化を感じさせてく
れる盆栽。
★2/16（日）
　10:30〜12:30
受会員・一般：2,530円
教3,000円 設110円

超簡単！
美味しいお味噌を作ります！

野菜ソムリエ　食生活アドバイザー
有里 節子

　国産有機大豆、有機米麹、
ミネラルたっぷりな塩を使った
安心・安全な手作り味噌です。
★2/2（日）13:00〜14:30
受会員・一般：2,750円
教3,600円 設110円

国産の果物・野菜で手作り酵素ジュース
★第４土曜13:00〜14:30
★３か月3回8,250円　1/25〜

可愛いアイシングクッキー（ベーシック）
★第３金曜15:30〜17:30
★３か月3回8,250円　1/17〜

クッキーで作る
クリスマスのお家

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
　クッキーに色とりどりのアイシ
ングでデコレーションをして可愛
いクリスマスのお家を作ります。
★12/20（金）15:30〜17:30

受会員・一般：2,750円  教2,300円 設110円

あなたも一席！ 新作講談
講談師・田辺一鶴門下　初代工学院 鋭鶴

　２分、５分の短いものから
本格的なものまで、一席披
露できるように指導します。
★第３日曜10:30〜12:30
★３か月3回7,920円  1/19〜
　    よみカル  1/19

季節の江戸東京野菜と食文化
江戸東京料理研究家　押上よしかつ店主　佐藤 勝彦

　東京産にこだわった店「押上よしかつ」の料理を楽しみながら江戸東京
野菜を学びます。
★第３日曜13:00〜14:30　★３か月3回7,920円　1/19〜

木瀬部屋  朝稽古見学＆
ちゃんこ鍋� 木瀬部屋 

　真剣な稽古を見学したあと
は、相撲部屋直伝のちゃんこを。
※当日は巡業のため、不在の
力士もおります。ご了承下さい。
★12/18（水）8:30〜11:00
受会員：7,700円 一般：8,030円 
保100円

お屠蘇と七味唐辛子作り
漢方上級スタイリスト／養生薬膳アドバイザー　西島 紫

　お正月は無病息災を願い
ながら、手作りのお屠蘇（と
そ）と七味唐辛子で、１年
の初めをお祝いしましょう。
★12/14（土）
　10:30〜13:00
受会員：2,640円　
　 一般：2,970円
教2,800円 設110円

鎌倉今昔散歩と美味しいランチ
香司・かほり紫主宰　西島 紫

　ゆったりできるとっておきの「鎌倉」を散策し、天
然香料のお香作りやプチ贅沢なランチを楽しみます。
★第１木曜10:30〜15:30
★３か月2回5,940円　2/6〜

令和らくご塾
読売新聞東京本社編集局

長井 好弘
　秘蔵の映像や音源、明治
から昭和期の落語速記で、
懐かしい名人たちの高座に
思いをはせます。
★第２・４日曜10:30〜12:30
★３か月6回16,500円 1/12〜

1900年代の模型飛行機を作ろう
アートウィング・シーシー主宰　柳澤 飛鳥

　レオナルド・ダ・
ヴィンチやライト兄
弟など、飛ぶこと
が夢だった時代の
飛行機をキットを使
って組み立てます。
★第１日曜10:30〜12:30
★３か月3回8,250円　1/5〜　    よみカル  1/5

New

NewNew

New

公開
講座

公開
講座

歌って健康！ 童謡歌ひろば
★第１・３・５月曜13:00〜14:30
★３か月6回16,500円　1/6〜　    よみカル  12/16

昭和歌謡＆ヴォイストレーニング
★第1・3金曜10:30〜12：00
★3か月6回15,840円　1/17〜　    よみカル  12/20
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公開
講座

公開
講座

公開
講座

公開
講座公開

講座
公開
講座

公開
講座

公開
講座

九星気学と開運法
★第２火曜10:30〜12:00
★３か月3回8,250円 1/14〜

はじめてのモダン盆栽
★第４金曜13:00〜15:00
★３か月3回9,570円　1/24〜

和みの苔玉と
盆栽

★第３日曜10:30〜12:30 ★３か月3回7,590円 1/19〜

貝合わせを日本画で描く
日本画家　星野 勝

　日本画の絵具を使っ
て貝合わせを作ります。
手の中に収まる小さな世
界を描いてみましょう。
★第２月曜13:00〜15:00
★３か月3回11,550円
　1/13〜

絵画入門
立軌会同人　金子 滇

ひろし

　これから絵を始めようという方
から経験者まで、描きたい画材、
レベルに合わせた指導をします。
★金曜10:15〜12:45
★３か月11回30,250円
　1/10〜　    よみカル  1/10

初歩の実用書道
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。 漢字は基本点画の組み立て、
平仮名はいろはから始めます。 
★木曜15：30〜17：30
★3か月11回27,830円　1/9〜　
   よみカル  1/9

漢字・かな・実用書
日展会友　読売書法会参与

吉川 潭翠
　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。 
★火曜10:15〜12:15
★３か月10回25,300円　1/7〜　    よみカル  12/24
★土曜15:30〜17:30
★３か月11回27,830円　1/11〜　    よみカル  12/21

アロマでリラックスぬり絵
画家　奥寺 正美

　認知症予防の効果のある「ぬ
り絵」は、脳のアンチエイジン
グにも。アロマを使用し、リラ
ックスしてぬり絵をします。
★第１火曜13:00〜14:30
★３か月3回8,250円　1/7〜
   よみカル  1/7
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木の実とドライフラワー
アート（初級・中級）
★第３木曜10:15〜12:15
★３か月3回7,260円　1/16〜

花文字を楽しむ
★第２・４火曜15:00〜16:30
★３か月6回16,500円　1/14〜　    よみカル  1/14

笑い文字  基礎講座
★第１・３月曜13:00〜14:30
★３か月6回16,500円　1/6〜

水曜夜のチョークアート
★第1・3水曜19：00〜21：00
★３か月6回17,160円　1/15〜　    よみカル  1/15

美味しい！を描こう
★第1・3・5木曜10：30〜12：30
★３か月6回16,500円　1/16〜　    よみカル  1/16

お勤め帰りの花文字
★第２・４木曜19:00〜20:30
★３か月6回16,500円　1/9〜　    よみカル  1/9

華やかに創る　インテリア＆ギフト
★第１月曜13:00〜15:00
★３か月3回7,920円　1/6〜　    よみカル  12/2

アロマワックスデザイン＆ハーバリウム
★第４土曜10:30〜12:30
★３か月3回7,590円　1/25〜　    よみカル  12/28

フラワー雑貨作りレッスン
★第１金曜19:00〜21:00
★３か月3回8,580円　1/31〜　    よみカル  12/6

いけばな・草月流 
★木曜10:30〜12:30他
★各３か月10回23,100円　1/16〜　    よみカル  1/16

かんたん手作りプリザーブドフラワー 
★第３金曜19:00〜21:30
★３か月3回7,260円　1/17〜　    よみカル  12/20
★第２水曜13:00〜17:00
★３か月3回11,880円　1/8〜　★通常体験12/11

お正月のランチョンマットとはし袋
　おせちの柄のランチョンマッ
トとはし袋。お正月のテーブ
ルが華やかになります。
★12/19（木）10:30〜12:30
受会員・一般：1,100円
教500円 設110円

公開
講座

らくらくピアノ  個人
一般社団法人 全日本らくらくピアノ協会本部１級認定講師

　久田 美恵
　ピアノに初めて接する方か
ら、経験のある方までどなた
でも大歓迎です。楽しく学ぶ
30分の個人レッスンです。
★第1・3火曜15：00〜17：00
★３か月6回20,460円
　1/7〜

New

スポーツ・健康

邦楽・舞踊

音を楽しむ♪

茶・花・フラワー

絵画・書道

趣味・暮らし

公開
講座

〔テーマ〕
1月 前屈･股関節編
2月 上半身編
3月 左右・前後開脚･Y字


