
書道・ボールペン習字のコース

文学・文芸のコース 美術のコース

語学のコース

着付け・和裁・洋裁・編物のコース

健康・スポーツのコース

ジュニアコース

花との出会い・四季を知るコース

俳句を楽しむ
6/8（木）10：00～12：00 講師 日比野 さき枝

俳　句
6/12（月）13：30～15：30 講師 奥山 登志行

水彩画入門（透明水彩画）
6/13（火）10：00～12：00 講師 黒明 宗太

ゆっくり楽しむ絵画入門
6/23（金）13：30～15：30 講師 北川 直枝

まったくはじめてのデッサン・油彩画教室
6/5（月）18：00～20：00 講師 須藤 克明

新技法・色えんぴつ画
6/6（火）10：00～12：00 講師 岩田 哲也

チョークアート
6/29（木）10：00～12：00 講師 大原 郁香

モダンうるし講座「金継ぎ体験」
6/4（日）10：00～12：00 講師 田中 恵二

きもの着付
6/22（木）10：00～12：00

講師 柳井 幸恵
講師 下田 美枝子
講師 藤原 志麻

きもの着装
6/1（木）18：30～20：00 講師 専任講師

エンジョイ・手づくりニット
6/3（土）10：00～12：00 講師 髙橋 トシ子

はじめての詩吟
6/3（土）13：30～15：30 講師 河田 﨟泉

日本の横笛・能管教室
6/2（金）13：00～15：00 講師 八木原 周平

琴伝流 大正琴
6/7（水）10：00～12：00 講師 森﨑 晴美

大正琴（邦楽専科）
6/6（火）13：00～15：00

講師 琴奄諒
（平野 百合子）

藤間流 日本舞踊講座
6/21（水）13：00～14：00講師 藤間 市寿美裕
日本舞踊（坂東流）
6/6（火）13：00～15：00 講師 坂東 三千美絵

琉球舞踊
7/2（日）13：00～15：00 講師 丸山 洋子

短歌入門
6/7（水）10：30～12：00 講師 平井 啓子

源氏物語を読み解く
6/24（土）10：00～12：00 講師 田仲 洋己

英語の個人レッスン
6/2（金）15：50～18：40 講師 松尾 充芳

ボンジュール！フランス語
6/5（月）18：00～20：00

講師 古関 すま子、ケラン・レオナール

韓国語入門
6/3（土）13：00～14：30 講師 塚本 敦子

書道（漢字・かな・実用書）
6/12（月）10：15～11：45

講師 黒田 桂軒
講師 長谷川 啓子

暮らしにいかす書道
6/13（火）11：00～12：30 講師 小野 玲華

実用書道
6/10（土）10：00～12：00 講師 歳森 翠石

書道・漢字
6/8（木）18：00～20：00 講師 歳森 翠石

かな・実用書道 
6/2（金）10：00～12：00

18：00～20：00 講師 浅沼 翡舟

日曜絵画教室
6/11（日）10：00～12：00

13：30～15：30 講師 北川 直枝

ヨーガ
6/6（火）10：30～12：00、13：00～14：30

17：30～19：00
6/7（水）18：00～19：30
6/9（金）10：00～11：30、13：00～14：30

18：00～19：30
6/10（土）10：30～12：00 講師 土手 紀美子

毛筆に親しむ
6/9（金）15：30～16：30 講師 額田 桂崖

近代詩文書
6/10（土）13：00～15：00 講師 今村 菁華

ゼロから始める
ボールペン・筆ペン習字
6/13（火）18：30～20：00 講師 朝原 白鶴

ペン・筆ペン習字
6/23（金）13：00～14：45 講師 山崎 春香

邦楽・舞踊・民謡・音楽のコース

日本民踊
6/7（水）15：30～17：00 講師 下井 美鈴

日本舞踊 新舞踊（千翔流）
6/15（木）13：00～15：00

講師 千翔 有峰
講師 千翔 有流

ハーモニカ
6/3（土）16：30～18：30 講師 池田 俊夫

ピアノレッスン（個人レッスン）
6/9（金）10：30～11：30 講師 やま けいこ

声楽教室
6/12（月）16：30～18：00
6/19（月）16：30～18：00 講師  山下 愛由子
心を癒すなつかしの
童謡・唱歌・愛唱歌
6/1（木）10：30～12：00 講師 吉井 江里

「吉井江里のピアノで歌おう」
パーソナルレッスン
6/1（木）13：00～16：00 講師 吉井 江里

いけ花 専敬流
6/26（月）18：00～20：00 講師 中永 健美

いけ花 小原流
6/16（金）10：00～12：00 講師 西山 豊和

いけ花 未生流
6/1（木）13：00～15：00 講師 国米 春甫

池坊いけばな教室
6/1（木）15：30～17：00 講師 松本 光子

お部屋に花を
6/14（水）18：30～20：30 講師 三宅 香星

フラワーデザイン
6/8（木）18：00～20：00

講師 菊池 貴美子
講師 横山 淳美

フラワーデザイン フリースタイル
6/13（火）10：00～12：00 講師 杉本 一洋

パリスタイル 暮らしの花コース
6/15（木）19：00～20：30 講師 土光 まり

プリザーブドフラワー・
アーティフィシャルフラワー教室
6/19（月）10：00～12：00 講師 窪田 晴美

表千家
6/30（金）11：00～13：00 講師 梶原 宗眞

基礎から始める古儀茶道藪内流
6/24（土）13：00～15：00 講師 岡本 征枝

速水流
6/14（水）14：00～17：00 講師 近藤 宗征

煎茶・一茶庵
6/10（土）10：00～11：00 講師 塩田 玉席

くらしに役立つ小笠原流礼法
6/1（木）13：00～15：00 講師 原田 菱公

レザークラフト
6/3（土）10：00～12：00 講師 中野 友子

JALD アートクレイシルバー
6/2（金）10：00～12：00 講師 岡﨑 久美子

マクラメジュエリー
6/22（木）10：00～12：00 講師 難波 昌代

フルーツ＆ソープカービング
6/24（土）10：30～12：00 講師 小橋 理恵

デンマーク手芸 ダネラ
6/9（金）13：30～15：30 講師 平井 寿栄

和布のパッチワーク
6/19（月）13：00～15：00 講師 大東 佐登子

ハワイアンキルト
6/8（木）10：00～12：00 講師  武内 久枝

朗読を楽しく
6/9（金）10：00～12：00 講師 玉木 邦夫

初二段目標の囲碁
6/5（月）13：00～17：00 講師 大橋 忠平

レディース囲碁サロン
6/1（木）13：00～17：00 講師 大橋 忠平

暮らしに生かす 暦と風水
6/18（日）10：00～11：30 講師 築地 陽岳

カラオケ実践教室
6 /6（火）15：30～16：00
6/20（火）15：30～16：00 講師 伊加 節子

アロマハンドマッサージ
6/8（木）13：30～15：00 講師 八千草 花歩

世界にひとつ
あなただけのラッピングレシピ
6/27（火）10：00～11：30 講師 友實 泉

クラシックバレエ　
6/8（木）19：30～20：40 講師 後藤田 恵子

バレエストレッチ
6/12（月）13：00～14：15 講師 TOSHI

中・高年のための健康ストレッチ　
6/5（月）10：00～11：30 講師 山本 枝美子

アンチエイジング 顔ヨガ
6/13（火）10：30～12：00 講師 藤木 真樹

24式太極拳
6/12（月）13：30～15：00 講師 王 革

気功法と太極拳
6/19（月）18：30～20：00 講師 梁 薇

さとう式リンパケア
元気ときれいを手に入れるセルフケア
6/6（火）10：00～11：30 講師  佐々木 祥子

ソシアルダンス（初級）
6/7（水）13：00～14：30 講師 松永 典子

社交ダンス 入門
6/1（木）12：00～13：20 講師 人見 恵子

社交ダンス
6/8（木）15：30～17：00 講師 池田 信亜

楽しいフラメンコ！！
6/27（火）19：00～20：00 講師 国末 しをん

合気道
6/17（土）18：00～19：30 講師 大江 一成

空手道
6/4（日）10：30～12：00 講師 斉藤 隆

杖道（初級）神道夢想流杖術
6/10（土）10：00～12：00 講師 阪本 直哉

楽しく学べる硬筆習字
6/20（火）16：00～18：00 講師  皆川 玲舟

楽しいジュニア茶道教室
6/4（日）10：00～12：00 講師  佐藤 宗信

クラシックバレエ（日室バレエ学園）
6/24（土）16：05～17：25 講師  密山 美里

小学生のためのバレエクラス
6/19（月）17：45～19：00 講師 後藤田 恵子

南京玉すだれ
6/15（木）10：00～11：30 講師 八房 陽香

古美術を楽しむ
6/27（火）13：30～15：00 講師 佐佐木 敏紀

いきいき健康マージャン教室
①初 級　6/5（月）13：00～15：00
②中・上級6/7（水）10：00～12：00

講師 後藤 修二

ちょっとオシャレな
テーブルアイデア教室
6/8（木）13：00～15：00

15：30～17：30 講師 長尾 真弓

趣味・手芸のコース

茶道・煎茶・礼法マナーのコース

手工芸のコース

趣味と暮らしの百科コース

１人30分

１人30分

１人30分

１人30分

受講料
1,080円
事前にご予約下さい

山陽新聞カルチャープラザの全講座はホームページでご覧になれます。

http://santa.sanyo.oni.co.jp/culture/
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天満屋
カルチャー館
天満屋
カルチャー館〒700-0822 岡山市北区表町2-2-68 天満屋カルチャー館3階

■受付時間／月～金曜9：30～19：00、土曜9：30～18：00、日曜9：30～17：00
■定 休 日／第４日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
※無料駐車場なし ※材料費、手本代など実費はご負担下さい。FAX.086-235-0911

TEL.086-231-7701
山陽新聞カルチャープラザ岡山天満屋教室お申し込み・お問い合わせ

岡山天満屋教室1日体験講座
受講生募集！

6月開催！！6月開催！！


