
1日体験講座

＊個人情報の取り扱いについて＊  受講をお申し込みいただく際、氏名、住所、電話番号などをうかがい、休講連絡や各種案内など山陽新聞カルチャープラザからのお知らせや、会員管理上必要な内部資料として利用させていただきます。また、外部教室との提携講座の場合、提携先と個人情報を共同利用させていただきます。機密保持には万全を期し、お客様の承諾を得た場合や法令で許された範囲を除き、第三者に情報は提供いたしませんので、ご協力をお願いします。

宗教のコース

語学のコース

NO.○○○○ ライセンス取得のコース

手工芸のコース

趣味・手芸のコース

茶道・煎茶・礼法マナーのコース

健康・スポーツのコース

■童話創作教室
１１/１３（月）１３：００～１５：００
キーワードを使って本の帯（キャッチコピー）作り
●持参品/筆記用具、メモ用紙●定員１０名 講師 ながい くみこ

■エッセイ入門
１１/８（水）１３：００～１４：３０
分かりやすく、リズムのある文章の習得。
●持参品/筆記用具●定員６名 講師 柳生 尚志

■小説実作
１１/６（月）１３：００～１５：００
小説作品の合評、講師評、研究のまとめ。
●持参品/筆記用具、メモ用ノートなど。課題作品の評を
　考えておく。●定員５名 講師 難波 聖爾

■川　柳
１１/１６（木）１３：００～１５：００
受講生の作品に対しての評などを聞いていただきます。
●持参品/ボールペン等の筆記用具●定員５名 講師 新家 完司

■楽しく俳句を始めよう
１１/１１（土）９：５０～１１：５０
季語入門、句会入門 講師 奥山 登志行

■いけ花・嵯峨御流
１１/７（火）１５：３０～１７：３０
家庭にマッチした初歩的ないけばなから始めます。
●花代９００円●持参品/筆記用具、花ばさみ、花包み●定員５名 講師 角南 良甫

■古代の吉備
１１/１０（金）１３：３０～１５：００
造山古墳の倭国大王陵の検証と
吉備の倭国中枢での活躍と失墜を展望する。 講師 出宮 徳尚

■『万葉集』の世界
１１/２（木）１３：００～１５：００
『万葉集』巻２、柿本人麻呂の「石見相聞歌」を
精読いたします。 講師 東城 敏毅

■心にひびく日本の古典 鴨長明『発心集』を読む
１１/１８（土）１３：００～１５：００
『方丈記』の作者、鴨長明が書いた仏教説話『発心集』を
読み解きます。　●持参品/筆記用具 講師 佐藤 雅代

■『源氏物語』を読む
１１/１６（木）１０：００～１２：００
蛍の巻において光源氏によって語られる物語論を
読んでいく。　●持参品/筆記用具 講師 片岡 智子

■声に出して楽しむ「源氏物語」読解（瀬戸内寂聴訳）
１１/１７（金）１３：００～１５：００
今、一番おもしろい「若菜」を読解中。
タイムスリップした一時をご一緒に！　●定員１０名 講師 中山 美保

美術のコース
■洋　画
１１/２１（火）１３：００～１５：００
絵画の基礎的な表現を体験　●定員５名
●持参品/希望する教材（鉛筆、スケッチブック、水彩等） 講師 難波　滋

■日曜油絵
１１/１２（日）１０：００～１２：００
人物画を描く（モデル：着衣）　●モデル代１,０００円
●持参品/スケッチブック、鉛筆、パステル等●定員１０名 講師 福島 隆壽

■はじめて描く油絵
１１/２０（月）１３：００～１５：００
木炭等による静物デッサン
●Ｆ６キャンバス代６６０円●定員１０名 講師 小塩　武

■スケッチを楽しもう！＜クレパス画＞
１１/６（月）１０：００～１２：００
静物をクレパスで描く
●材料代500円（クレパス画材持参の方150円）●定員８名 講師 宮澤　悟

■デッサンで楽しく
１１/１２（日）１４：００～１６：３０
静物のスケッチをします。
●材料代５００円●持参品/スケッチ用具●定員６名 講師 小山 利子

■似顔絵手ほどき
１１/５（日）１０：００～１２：００
①自分②芸能人③描きたいモデルの中から似顔絵を描く。
●持参品/描きたいモデルがある方は写真、
　色つけ希望者は色鉛筆●定員１０名 講師 ｄｅｋｏ 黒住 英子

■ネイティヴ英会話サロン
１１/２８（火）１３：００～１４：２０
ネイティヴ講師と会話を楽しんでみませんか。 講師 ジョー 坂下

■ゼロからの英会話
１１/６（月）１０：３０～１２：００
中高年の初心者も大歓迎。本当に通じる英語を
楽しく学びましょう！
●コピー代１００円●持参品/筆記用具●定員６名 講師 井上 明子（さやこ）

■トラベル英会話
１１/１３（月）１５：３０～１６：３０
「おとなの基礎英語」の役立つフレーズを
楽しく学びましょう！
●コピー代１００円●持参品/筆記用具●定員8名 講師 井上 明子（さやこ）

■音読リーディング
１１/２０（月）１８：００～１９：００
音読でリスニング、スピーキング＆
リーディング力を一気にアップ！
●コピー代１００円●持参品/筆記用具●定員５名 講師 井上 明子（さやこ）

■ドイツ語初級
１１/６（月）１５：２５～１６：５５
ひと通り文法を学習した人のための読みものを
読んでいます。　●持参品/筆記用具●定員５名 講師 香月 恵里

書道・ボールペン習字のコース

■イタリア語入門
１１/２７（月）１３:３０～１４:３０
アルファベットと正しい発音を学び、テキスト第１課に
進みます。　●持参品/筆記用具●定員１０名 講師 BOZ 臼杵　淑

■～ラテン音楽から感じる～スペイン語
１１/１７（金）１０：３０～１２：００
ラテン音楽を聴いたり、会話練習をしてスペイン語を
学びます。　●コピー代３００円程度●持参品/筆記用具 講師 上田 何奈

■ハングル講座初級
１１/１８（土）１４：３５～１５：４０
文字の読める方を対象に基礎文法、発音などを丁寧に
指導します。　●持参品/ノート、筆記用具●定員５名 講師 崔　泰順

■ラッピングコーディネーター資格対応講座
１１/１７（金）１３：００～１５：００
合せ包みの適切な紙取りの仕方、表裏リボンの結び方　●材料代1,000円
●持参品/カッター、はさみ、両面テープ●定員８名 講師 石井 昌代

■書道･仮名
１１/９（木）１３：００～１５：００
仮名の基本：いろは、変体仮名
●小筆約１,２００円、ロール紙１５０円、本代１,０００円
●持参品/硯、小形のラシャの下敷き、小墨●定員２０名 講師 森川 星葉

■初心者のためのボールペン・筆ペン習字
１１/１７（金）１３：００～１４：４５
年賀状作りをします。（印刷より手書きの方が心が伝わります。）
●持参品/ボールペン、筆ペン、ハガキ１枚●定員１０名 講師 岩城 春悠

■０（ゼロ）から始めるボールペン・筆ペン講座
１１/９（木）１８：３０～２０：１５
年賀状を手書きで書いてみよう。
●持参品/ボールペン、家にある筆ペン、または
　硬筆タイプの筆ペン（ない方はお貸しします。）●定員４名 講師 朝原 白鶴

■認定心理カウンセラー養成講座（基礎コース）
11/18（土）１3：3０～15：3０
「ストレスなんか恐くない」生き抜くためのノウハウご提供!!
●持参品/筆記用具 講師 鈴村 忠則

■写　仏
１１/１３（月）１５：３０～１７：３０
白描写。祖師様のお顔を描いていただきます。
●材料代５００円●定員５名 講師 二宮 妙闡

花との出会い・四季を知るコース

■安田早葉子 そめ花・ばら専科
１１/１３（月）１３：００～１６：００
一輪のばら　●材料代３,０００円
●持参品/布用のはさみ、手ふき、竹串、エプロン●定員８名 講師 浜本 隆子

■創作盆栽と花・こもの
１１/１５（水）１３：３０～１５：００
樹脂粘土で自由に形を作るオリジナル粘土細工を楽しみませんか。
●材料代５００円●持参品/エプロン、ハンドタオル●定員５名 講師 藤澤 和子

■デンマーク手工芸 ダネラ
１１/６（月）１３：００～１５：００
ハンドミシンを使い小作品づくり。ダネラの魅力を
作品を見ながら紹介。
●材料代５００円●持参品/ハサミ、筆記用具●定員５名 講師 池田 征聿子

■トールペイントで描くクリスマスのウェルカムプレート
１１/２２（水）１３：００～１６：００
トールペイントの基礎的技法で、クリスマスプレートを描きます。　●定員５名
●材料代１,５００円●持参品/エプロン、水入れ（筆洗い） 講師 竹内 えり子

■折り紙講座
１１/９（木）１３：００～１５：００
幼い頃折ったなつかしい折り紙を皆さんと楽しく折ってみたいと思います。
●材料代２００円●持参品/ボンド、はさみ、手ふき●定員５名 講師 大森 千代子

■ロザフィ～紙で作るバラのクラフト～
１１/２５（土）１０：００～１１：３０
細長い紙を使ってバラを巻きブローチを作ります。
●材料代５４０円●持参品/持ち帰り用の箱（小）●定員３名 講師 中村 敦子

■デクパージュ
１１/９（木）１０：００～１２：００
タイルの絵額　●材料代１,０００円
●持参品/はさみ、木工用ボンド、エプロン●定員５名

講師 山名 美代子
講師 佐伯 真弓

■フランス刺繍 -戸塚刺しゅう-
１１/６（月）１０：００～１２：００
マグネットクリップ３個に刺しゅうをします。
●材料代４００円●持参品/ハサミ、クロス針●定員５名 講師 後藤 みち子

■和紙アート
１１/１９（日）１０：００～１１：３０
和紙を使って小さな和紙ちぎり絵を作っていただきます。
●材料代１,３００円●持参品/はさみ、おてふき、
　小さいフタの付いた新しいタッパー、古雑誌、色えんぴつ 講師 太田 真朱美

■手相教室
１１/１５（水）１０：００～１１：００
初心者のための手相基礎コースです。東明手相で
自分発見しませんか？　●持参品/筆記用具 講師 東明学院専任講師
■ヴォイストレーニングで若々しく健康に
１１/１４（火）１３：００～１４：００
呼吸法を学び心肺機能を強化し正しい発声で童謡、
唱歌、昭和歌謡を歌います。
●コピー代数十円●定員１０名 講師 野崎 幹子
■日曜カラオケ
１１/５（日）１３：００～１５：００
軽く楽な発声の仕方を体験してもらいます。
●持参品/お好きな曲の楽譜●定員３名 講師 中司 賢一
■カラオケを楽しむ（かよ＆ふれんず）
１１/１０（金）１５：４５～１７：４５
課題曲と自由曲を１時間ずつみんなで歌います。 ●定員５名
●持参品/自分の歌いたい曲のテープまたはＣＤ、譜面２枚 講師 北　かよ
■家庭でできるアロマ健康法
１１/１７（金）１０：００～１２：００
アロマテラピーの基礎知識とハンドｏｒフットマッサージの体感
●テキスト代５００円●定員５名
●持参品/筆記用具、フェイスタオル２枚、バスタオル１枚 講師 森　容子
■書画の裏打ち
１１/１１（土）１３：３０～１５：００
半紙大の作品（薄いもの）の裏打ちを誰でも
できるように教えます。　●材料代１,０００円
●持参品/エプロン、鉛筆、作品（半紙大の画仙紙） 講師 薮田 夏秋
■和紙で包む・結ぶ「鶴の折形」
１１/２０（月）１８：３０～２０：００
鶴をテーマに祝い袋、ぽち袋を作ります。
和紙にふれてみたい方におすすめです。　●定員５名
●材料代２,０００円●持参品/カッターナイフ（刃の幅１cm）、
　ハサミ、両面テープ（１cm幅）

講師 大畑 秀子
講師 Ｋｅｉｃｏ

■南京玉すだれ
１１/１６（木）１３：００～１４：００
玉すだれを持って、３つくらいの技（形）を
作っていただきます。　●動きやすい服装でご参加ください 講師 八房 陽香

■写真教室 初級・中級
１１/１８（土）１０：００～１２：００
カメラの撮影の仕方、作品講評まで、丁寧に指導いたします。
●持参品/カメラ、レンズ、できれば自分の撮影したプリント
　（Ｌ版以上）数枚（無くても可）●定員５名 講師 吉田 秀昭

料理のコース

■やさしい山野草
１１/１５（水）１０：００～１２：００
クリスマス、お正月にテラニュームで楽しむ
多肉観葉植物実習。冬の栽培管理講座　●定員１０名
●材料代２,０００円●持参品/エプロン、ビニール手袋、
　新聞紙（３枚）、レジ袋（大３枚）、割りばし、文具バサミ 講師 金髙 正典

■クラシックバレエ本科
１１/１９（日）１６：２0～１７：４０
クラシックバレエの基礎
●持参品/運動のできる服装、
　シューズ（なければ汚れてもいいソックス）●定員１０名 講師 二宮 史絵子
■クラシックバレエ
１１/４（土）１８：１０～１９：３０
未経験者あるいは初心者のためのクラス
●持参品/運動のできる服装、
　シューズ（なければ汚れてもいいソックス） 講師 秦　芳枝
■プリマダムのためのクラシックバレエ
１１/７（火）１０：３０～１１：４５
クラシックバレエの基礎
●持参品/運動のできる服装、シューズ（なければ
　汚れてもいいソックス）、飲み物、タオル●定員１５名 講師 小泉　愛

■ＨＩＰＨＯＰクラス
１１/１３（月）１８：３０～２０：００
基礎から応用まで丁寧に指導致します。
明るく楽しく元気一杯一緒に踊りましょう。
●持参品/汗をかいても良い動きやすい服装、タオル、
　室内ばきシューズ●定員５名 講師 青木 郁子

■天希かおりのダンスレッスン 初心者基礎クラス
１１/２６（日）１２：１５～１３：４５
ダンスの基礎を重点的に、初めての方にも分かりやすく
レッスンをすすめていきます。
●持参品/汗をかいても良い動きやすい服装、タオル、
　室内ばきシューズ●定員５名

講師 天希 かおり
講師 ＡＳＡＫＯ

■自彊術
１１/１７（金）１０：３０～１２：００
自彊術の３１の動きの体験をしてもらいます。
●持参品/運動のできる服装●定員５名 講師 藤井 明美

■ヨガ健康法
１１/８（水）１５：００～１６：３０
日常生活であまり使っていないところを動かし、健康に
毎日を送りましょう！　●持参品/動きやすい服装、バスタオル 講師 石井 恵子

■ヨガ健康美容
１１/８（水）１８:００～１９:３０
深い呼吸をしながら体をゆっくり動かし、若々しくしなやかな
体をめざしましょう。　●持参品/動きやすい服装、バスタオル 講師 石井 恵子

■基礎から始めるホームヨーガ
１１/９（木）１０:００～１１:３０
ポーズと呼吸、マントラによって心身のやすらぎを
実感します。　●持参品/ヨーガの出来る服装●定員１０名

講師 軸原 末子
講師 小川 恵子
講師 谷本 妙子
講師 中上 陽子

■やさしいヨーガ
１１/９（木）１５:３０～１７:００
ヨーガ実技
●持参品/動きやすい服装、バスタオル、飲み物●定員１０名 講師 吉田 順子

■笑う門には福いっぱい！笑って楽しい笑いヨガ
１１/１７（金）１０:３０～１２:００
心も身体もリフレッシュ。笑って楽しい笑いヨガ。
※プチギフトつき　●持参品/飲み物、タオル 講師 沖元 由佳

■あたまとからだのリフレッシュ ゆったり太極拳
１１/８（水）１０:００～１２:００
入門、２４式、４２式太極拳を始めから理解しやすく
説明していきます。　●定員５名
●持参品/タオル、運動のできる服装、室内ばきの運動靴 講師 八幡　泉

■エクササイズタイチ ザ 太極拳
１１/１０（金）１８:３０～２０:３０
２４式、４２式太極拳。太極拳は体を鍛えるだけでなく
頭の体操にもなります。　●定員５名
●持参品/タオル、運動のできる服装、室内ばきの運動靴

講師 八幡　泉
講師 増田 泰治
講師 河原 晃子

■気功法と太極拳
１１/１５（水）１０:３０～１２:００
楊式太極拳（２４式）、気功法
●持参品/軽い運動ができる服装、室内ばき運動靴●定員３名 講師 梁　薇

■健身気功
１１/１５（水）１３:００～１４:３０
六字訣という発声を伴う気功法を習得します。
●持参品/軽い運動ができる服装、室内ばき運動靴●定員３名 講師 梁　薇

■２４式太極拳
１１/１３（月）１３:００～１４:３０
基本の足の運び、手の運びから丁寧に説明します。
●持参品/運動のできる服、室内ばきの運動靴●定員５名 講師 植村 るみ子

■フットセラピー＆姿勢・体調改善教室
１１/１７（金）１５:３０～１７:００
姿勢改善の体幹軸トレとフットセラピーで
調った身体を作ります。　●定員３名
●持参品/動きやすい服装、飲料水、バスタオル 講師 福本 智恵子

■ボディ・アンチエイジング
１１/５（日）１０:３０～１２:００
ボディメンテナンスのノウハウと若々しい身体づくりレッスン
●持参品/楽に動ける服装、水かお茶●定員５名 講師 古川 美保

■良い姿勢で正しい歩行
１１/２１（火）１３:００～１４:３０
①身体の基礎知識
②２０.２.８運動（２０分歩行、２分ストレッチ、８分目生活）
③継続する為の方法
●持参品/カジュアルなウエア、室内シューズ 講師 荒牧 英樹

■自力整体で、ほっと一息リセットタイム
１１/１０（金）１３:３０～１５:００
自分で動きながらコリをほぐしていく脱力運動。
まずはゆるむことから。
●持参品/動きやすい服装、マットかバスタオル●定員１０名 講師 山本 安美

■歌って健康いきいきヴォイトレ
１１/１８（土）１０：００～１１：３０
からだと呼吸と声のトレーニングの後はしっかり声を
出して歌います。時には体を動かしながら。
●資料代５０円●持参品/飲み物、バスタオル、動きやすい服装 講師 吉井 江里

■熟年から始めるソシアルダンス
１１/７（火）１０:００～１１:３０
ダンスを通じて元気に毎日を楽しくしましょう。
●持参品/運動靴またはダンスシューズ 講師 田辺 悠司

■Ｓｈａｌｌ Ｗｅ Ｄａｎｃｅ？
１１/７（火）１８:００～２０:００
経験者対象のクラスです。ワルツ、タンゴ、ルンバ等
一曲通しての踊りを楽しんでいます。
●持参品/ダンスシューズ●定員２名

講師 曽根高 喜代美
講師 秋山　和

■ソシアルダンス入門&初級
１１/１１（土）１４:３０～１５:４５
ジルバは楽しくリズムにのれる様に、
ブルース・ワルツは基本ステップをご指導します。
●持参品/運動のできる服装、靴 講師 安田 祥子

■ハワイアンフラ
１１/２（木）１２：３０～１３:４５
準備体操、基本ステップ、ハワイアンソングに合わせて
ステップ・モーションをつける
●持参品/汗をかいてもいい服装、筆記用具●定員１０名 講師 近本 紀子

■合気道
１１/２７（月）１９:１０～２０:３０
合気体操、基本技実技、簡単な護身術
●持参品/運動のできる服装●定員数名 講師 壬生川 道晃

ジュニアコース
■楽しく学べる硬筆習字
１１/６（月）１６：００～１８：００
幼年・・・おなまえのおけいこ 小・中学生・・・児童生徒書道展のおけいこ
●持参品/硬筆の方は鉛筆、毛筆の方は習字道具●定員５名 講師 皆川 玲舟

■日本舞踊（若柳流）
１１/１９（日）１０:００～１１:００
日本舞踊の基本的所作を親しみやすい曲にあわせて
踊ります。　●持参品/着物一式（浴衣可） レンタル有 講師 若柳 吉一鳳

■狂　言
１１/１（水）１７:３０～１９:３０
太郎冠者を体験　●持参品/足袋●定員５名 講師 田賀屋 夙生

■国際人養成ポップアップ英語教室（小学１・２年生）
１１/１１（土）１１：３５～１２：１０
小学校高学年の英語学習を対象に、
先どり学習を行います。　●持参品/筆記用具●定員５名 講師 藤本 千秋

■国際人養成ポップアップ英語教室（中学１・２年生）
１１/１１（土）１５：４０～１６：３０
中学生のあいだに英検準１級、または２級の取得を
めざします。　●持参品/筆記用具●定員３名 講師 藤本 千秋

■姿勢＆体づくりのバランスボール
１１/１０（金）１６:４０～１７:４０
姿勢改善のバランス運動で脳神経系の発達を促し、
調整力を高めます。
●持参品/運動のできる服装、飲料水、タオル●定員３名 講師 福本 智恵子

■クラシックバレエ 幼児・児童科
１１/１９（日）１５:００～１６:１５
クラシックバレエの基礎
●持参品/運動のできる服装、シューズ（なければ
　汚れてもいいソックス）●定員１０名 講師 二宮 史絵子

■クラシックバレエ
１１/１（水）１７:００～１８:１５
クラシックバレエの基礎
●持参品/運動のできる服装、シューズ（なければ
　汚れてもいいソックス）、飲み物、タオル●定員１５名 講師 小泉　愛

■ＨＩＰＨＯＰクラス
１１/１３（月）１８：３０～２０：００
基礎から応用まで丁寧に指導致します。
明るく楽しく元気一杯一緒に踊りましょう。　●定員５名
●持参品/汗をかいても良い動きやすい服装、タオル、シューズ 講師 青木 郁子

■～巻いてわくわく～飾り巻き寿司
１１/１７（金）１０：００～１２：００
話題の飾り巻き寿司でまねき猫を巻いてみましょう。
●材料代１,０００円●持参品/エプロン、手拭きタオル、巻きす、
持ち帰り用容器（ごはん１合分くらい）●定員１５名 講師 新谷 佳子

趣味と暮らしの百科コース
■挨拶が苦手な人のスピーチ講座
１１/２７（月）１８：３０～２０：３０
身近なスピーチを組み立てから最終のスピーチまで
実践します。　●持参品/筆記用具●定員５名 講師 大前 栄克

■井上いつのりの話し方講座
１１/８（水）１３：００～１５：００
発声法、読み、フリートークを学び、
人前で堂々と話す能力を高める。　●定員１０名
●原稿コピー代２００円●持参品/筆記用具、ノート 講師 井上 いつのり
■よむ基本から…気がるに朗読講座
１１/２７（月）１３：００～１５：００
新美南吉の作品をよみます。基本について
考えよんでみましょう。　●持参品/筆記用具●定員５名 講師 大前 栄克

■朗読の基礎①
１１/２（木）１３：００～１５：００
朗読は初めて、脳トレと健康のためにという方に
朗読の楽しさを指導。　●持参品/筆記用具●定員１０名 講師 中山 美保

■朗　読
１１/１８（土）１０：００～１２：００
老化は声に現れます。日頃の訓練で声にも
身体にも若さを取り戻しましょう。 講師 森 くにえ

■朗読・新源氏物語（田辺聖子著）
１１/９（木）１０：００～１２：００
朗読の基礎を身につけながら、
雅やかな田辺源氏の世界を味わう。　●持参品/筆記用具 講師 森 くにえ

■Ｗ・シェイクスピアの遊読塾
１１/２（木）１８：００～２０：００
シェイクスピアの名台詞を一節だけでも諳んじる
楽しさを体感しましょう。
●持参品/あればW・シェイクスピア「間違いの喜劇」
　小田島雄志訳（白水社Ｕブックス）●定員１０名 講師 日高 奉文
■あすなろ腹話術
１１/２５（土）１０：００～１２：００
一人でも練習でき、上手くなると楽しくなります。
あなたも挑戦しませんか。 講師 小林 美佐雄

■どしたい、八（はっ）つァん～落語国笑遊記～
１１/２４（金）１３：３０～１５：００
古典落語の世界へ近づくためのヒントを
お互いに学びましょう。 講師 車家 円陣

■初・二段目標の囲碁
１１/７（火）１８：００～２０：００
初・二段を目指す方、初・二段の実力を
充実させたい方に実戦解説 講師 大橋 忠平

■囲　碁
１１/１６（木）１５：３０～１７：３０
初心者・級位者の方のやさしい囲碁の打ち方と対局
●定員１０名 講師 坂本 浩章
■四季の絵文（えぶみ）
１１/２５（土）１０：００～１２：００
少ない筆数で和紙に描く花と書。お手本をご用意しています。
●材料代５００円●持参品/ポケットティッシュ●定員３名 講師 中井 悠美子

■ふしぎな花倶楽部 押花教室
１１/３０（木）１３：００～１５：００
ミニ色紙に押し花をアレンジして、色紙掛けに
飾りましょう。　●材料代３００円●定員５名 講師 小林 静江

■テキスタイルアート フリーレース
１１/１４（火）１０：００～１２：００
フリーレースという工法で作るミニストールかポシェット
●材料代2,5００円～●持参品/セロテープ●定員５名 講師 大河 洋江
■葉ちっくオリジナルつまみ細工 丸いお花ブローチ
１１/１０（金）１３：００～１５：００
基本のつまみ方で作る可愛いお花のブローチ。針も糸も使いません！
●材料代１,３００円●持参品/ピンセット（貸出有）、
　布はさみ、木工用ボンド、作品を入れる箱（6×6cm程度）、
　洗濯ばさみ１０～２０個（木製不可）●定員10名

講師 藤田 葉子
講師 安谷 由紀

■ビーズ織り
１１/８（水）１３：００～１６：００
ペンダントを作ります。モノトーン、カラーの２種より
選んでいただきます。　●定員６名
●材料代１,５００円●持参品/糸切りはさみ、セロテープ 講師 鷲田 祥子

■いけ花・嵯峨御流
１１/２０（月）１８：３０～２０：３０
X’masやお正月を彩るいけばなをお稽古します。
初心者の方大歓迎！　●花代９２０円
●持参品/あれば花ばさみ、布巾、花包み●定員８名 講師 横畑 一園

■小牧まりと名曲を歌う
１１/２（木）１０：４０～１２：１０
なんでもありの名曲をみんなで歌って楽しみましょう。
●コピー代約５０円●定員５名 講師 小牧 まり

■世界の名歌を歌おう
１１/８（水）１３：１５～１４：４５
シャンソン、映画音楽等世界の名曲を楽しく歌いましょう。
フランス語を親切に指導します。　●定員１０名

講師 原　洋子
講師 大島 郁美

■オペラのアリアを歌ってみよう
１１/１４（火）１４：００～１５：００
正しい呼吸法、発声を学び、オペラのアリアなどを
歌ってみる。　●コピー代数十円●定員７名 講師 野崎 幹子

■タンゴ～情熱と哀愁の詩～
１１/７（火）１０：３０～１２：００
アルゼンチンタンゴをスペイン語で歌います。
●コピー代３００円程度 講師 上田 何奈

■いけ花・桑原専慶流
１１/２（木）１３：００～１５：００
季節のお花を生けながら日本の文化を楽しみ、
そして家庭に潤いを・・・。　●花代１,０８０円●定員５名 講師 松村 渓光

■いけ花・未生流
１１/４（土）１５：３０～１７：３０
季節の花を生けてみませんか。
●花代１,０８０円●持参品/花ばさみ、花包み●定員５名 講師 国米 春甫

■草月いけばな教室
１１/１８（土）１８：００～２０：００
現代の住まいに合ったいけばなを楽しく自由な表現でいけて
みませんか。　●花代９００円●持参品/花ばさみ●定員５名 講師 尾髙 肇江

■使い方自在 シャビーなクリスマスボード
１１/７（火）１３：３０～１５：００
メモ、写真も飾れるアレンジメント。好みの用途で作っていた
だきます。　●材料代1,5００円●持参品/ハサミ●定員５名 講師 片山 雅恵

■ハーバリウムレッスン
１１/７（火）10：３０～12：００
自然の植物の美しくみずみずしい姿を楽しんでいただく、
新感覚のインテリアフラワーです。
●材料代1,3００円●定員10名 講師 石丸 由紀子

■手描友禅染色
１１/１（水）１３：３０～１５：３０
タペストリー。来年の干支である犬と桜の花を描いてみませんか。
●材料代２,５００円●持参品/エプロン、ティッシュペーパー
●定員３名 講師 安田 正江

■木彫（秀心彫）
１１/１３（月）１０：００～１２：００
初心者に木地を削るための彫刻刀の使い方を指導します。
●材料代５００円●持参品/あれば彫刻刀●定員５名 講師 林　純男

■能面打ち教室
１１/８（水）１３：００～１５：００
面等のサンプルを見ながら彫ったり塗りをする。
●定員５名

講師 岡部 宝英
講師 増成 宝三

■編める粘土マイネッタ
１１/２（木）１０：００～１２：００
スチロールを使ったトレー小物入れ
●材料代６００円●持参品/タオル、サランラップ●定員５名 講師 喜多島 綾子

■クロワゾン・アート（七宝焼）
１１/７（火）１０：００～１２：００
ペンダント、ブローチなど、材料を使ってかわいいアクセサリーを作ります。
●材料代３,０００円●持参品/ハンカチ、ティッシュ●定員１０名 講師 丸山 昌子

■山田千代子のコスチュームジュエリー
１１/２２（水）１０：００～１２：００
ビーズを通したワイヤーをかぎ針で編みジュエリーに仕上げます。
●材料代２,５００円●持参品/かぎ針３/０号、ニッパー、
　平ペンチ、ビーズマット●定員２名 講師 山田 千代子

■アートクレイシルバー
１１/７（火）１０：００～１２：００
銀粘土を使ってかわいいペンダントトップを制作します。
●材料代３,０００円●持参品/ハンカチ、ティッシュ●定員１０名 講師 丸山 昌子

■陶器絵付け ポタリーペインティング
１１/７（火）１０：００～１２：００
チューリップ型のカップに幸せのクローバー、
ラベンダーを描きます。　●材料代１,８００円●定員１０名

講師 小馬 真弓
講師 久山 三智子

■茶道・表千家
１１/１７（金）１３：００～１５：００
お茶の頂き方と畳のあるき方
●水屋料３００円●持参品/ソックス 講師 金川 宗令

■茶道・裏千家
１１/４（土）１６：３０～１８：００
初歩の点前　●定員５名
●水屋料３００円●持参品/ソックス、あれば帛紗、楊子、懐紙 講師 小坂 宗美

■茶道・裏千家
１１/９（木）１３：００～１５：００
抹茶のたて方、いただき方、おもてなしの心に
ふれてみませんか。　●水屋料３００円●持参品/白ソックス 講師 和田 宗光

■煎茶・一茶庵
１１/７（火）１８：３０～１９：３０
玉露のお茶を少量味わう世界。五感を通して秋の
深まりを感じます。　●定員５名
●水屋料３００円●持参品/白足袋または白ソックス 講師 赤松 玉女

着付け・和裁・洋裁・編物のコース

邦楽・舞踊・民謡・音楽のコース

■きもの着付とマナー ※別会場
１１/６（月）１０：００～１２：００
自分できものを着て「街あるき」をしてみませんか。
●持参品/きもの、帯、長じゅばん、帯あげ、帯締め、ひも４本
　（ウエストベルト、コーリンベルトも可）、足袋、帯まくら

講師 吉井 睦美
講師 竹原 美智代

■日本舞踊（若柳流）
１１/１９（日）１１：００～１２：００
日本舞踊の基本的所作を親しみやすい曲にあわせて
踊ります。　●持参品/着物一式（浴衣可） レンタル有 講師 若柳 吉一鳳

■日本舞踊（花柳流）
１１/２（木）１４：００～１５：００
基本的な動作から入り、扇の扱い方も学びましょう。
●持参品/着物一式（浴衣可） 講師 花柳 大日翠

■観世流　謡曲・仕舞講座
１１/２９（水）１３：００～１４：３０
仕舞と謡曲の団体稽古です。
●持参品/白足袋または白ソックス●定員５名 講師 林　宗一郎

■詩吟ゼミナール
１１/７（火）１８：１５～２０：３０
詩吟上達に向けて細かい指導をいたします。
●定員数名 講師 猪木原氵虹泉

■篠　笛
１１/２４（金）１８：００～２０：００
18:00～18:30篠笛をもって吹いてみましょう。
18：30～20：00通常の講座に参加（見学）。 講師 松本 みどり

■「筝りーな」を楽しむ（筝曲入門）
１１/１０（金）１５：１５～１７：１５
「さくら」「うさぎ」など、爪をはめて弾いてみましょう。
●持参品/あれば箏りーな（文化箏）、爪●定員３名 講師 三村 みどり

■鼓
１１/２（木）１５：３０～１７：３０
鼓の打ち方の基本から入り、誰でも楽しめる内容。
オリンピックを目指しています。 講師 望月 太津友

■大正琴
１１/２２（水）１５：３０～１７：３０
基本の指使いと「夕やけこやけ」「ふるさと」を
楽しく学んでいただきます。　●定員５名 講師 平野 百合子

■大正琴アンサンブル専科
１１/５（日）１０：００～１２：００
「ふるさと」「通りゃんせ」２曲を合奏しましょう。
年齢は問いません。　●定員５名 講師 佐藤 智子

■二胡入門
１１/１０（金）１３：００～１４：３０
二胡の構え方、音階、簡単な曲を弾ける様に
指導いたします。　●定員３名 講師 田中 佳世

■おむつケーキ制作講座
11/21（火）10：００～12：00
ご出産祝いに大人気のおむつケーキ。
可愛く実用的な手作りプレゼント！
●材料代2,700円●持参品/布切りはさみ●定員12名 講師 冨田 みどり

■沖縄三線・琉球民謡 入門コース
１１/１（水）１３：００～１５：００
はじめての方を中心にやさしい曲からおけいこいたします。
●持参品/三線（貸出の場合先着順）、筆記用具●定員３名 講師 大喜多 達哉

■「複音ハーモニカ」講座
１１/３０（木）１５：３０～１７：３０
複音ハーモニカの入門・初級編です。ハーモニカの種類、
吹き方、情報をお伝えします。
●持参品/お手持ちの複音ハーモニカ、教則本（購入可） 講師 中井 節子

■オカリナを元気に吹こう
１１/１１（土）１２：３０～１４：００
オカリナの練習には欠かせないチューナーの
使い方のお話をします。
●持参品/オカリナ（Ｃ管またはＦ管）、チューナー
　（説明書も）、筆記用具●定員１０名 講師 折井 ユミコ

■マンドリン
１１/１３（月）１8：15～18：４5
マンドリンの説明と演奏体験。
（音楽経験の有無は問いません。）
●持参品/あればマンドリン●定員３名 講師 伊丹 典子

■サックス入門
１１/１２（日）１４：００～１５：００
音を出す～簡単な曲の部分演奏にもチャレンジします。
●リード代５００円●定員３名 講師 高林 ひろし

■うきうき♪わくわく♪ピアノ
１１/６（月）１４：００～１６：００
楽譜がよめない・・・指の動きが心配・・・でも大丈夫!!
お好きな曲で脳も元気に♪（１人２０分）
●持参品/あればご希望の楽譜 講師 藤田 マリ子

■中高年から始める らくらくピアノ®
１１/４（土）１６：００～２０：３０
趣味で楽しみたい方に、専用の楽譜で
すぐに弾けると大好評です。（１人３０分） 講師 松森 博美

■中高年から始める らくらくキーボードピアノ
１１/４（土）１３：００～１５：００
「グループで気軽に楽しみながらピアノを
弾きたい！」方にピッタリです。 講師 松森 博美

■Ｔａｐｎｅｓｓ（タップネス）懐かしや音楽講座
１１/１３（月）１０：００～１１：３０
音楽を総合的に楽しんで指運動♪
医学博士も「即脳効果」と推奨！ 講師 松森 博美

■洋　裁
１１/２８（火）１８：００～２０：００
ミシンを使ってみませんか。（ミニトートバッグを作製）
●材料代５００円●定員３名 講師 上西 喜美子

■洋　裁
１１/１０（金）１５：３０～１７：３０
スカートまたはパンツの製図
●ハトロン紙とプリント代３０円
●持参品/裁縫道具、５０cm定規、鉛筆（赤・青）、
　消しゴム、紙切鋏、メジャー●定員３名 講師 林　文子

■ふだん使いの器を作る陶芸
１１/１（水）１０：００～１２：００
日常の器を玉作り、紐作りで制作します。
作る楽しみ、使う楽しみを体験してください！
●粘土代１,５００円（焼成料込）●定員５名 講師 三島　博

■俳画（年賀状を手描きで）
１１/７（火）１０：００～１２：００
俳画に依る省略法で簡単に気持ちの通じる
手描きの年賀状を作ります。
●材料代１,５００～２,５００円●持参品/硯、墨、雑巾、
　水入れ（筆洗）、お皿２枚、あれば顔彩、筆●定員１０名 講師 岡﨑 里風

■備前焼（動物彫刻と器）
１１/１９（日）１３：００～１５：００
かわいい動物のおきもの及び動物の付いた器を制作します。
●粘土代３,０００円（焼成料込）●定員１０名 講師 木村 玉舟

■漆　芸
１１/４（土）１３：００～１５：００
蒔絵　●材料代１,２００円●持参品/ビニール手袋 講師 小松原 賢次

■和　裁
１１/４（土）１０：００～１２：００
手縫い袷仕立の巾着袋作り
●材料代３７０円●持参品/裁縫用具
　（針、指抜き、糸切ハサミなど）●定員２名 講師 岡部 厚恵

■手編み（棒針編み・かぎ針編み）
１１/８（水）１０：００～１２：００
秋冬の変わり糸を使ってミニストール
またはスヌードを作ります。　●材料代１,２００円●定員５名 講師 藤井 聡子

■やさしい手編み ストレッチ編み
①１１/６（月）１３：００～１５：００
②１１/１１（土）１０：００～１２：００
世界に類のない手編み。１玉で作れるおしゃれな
ミニマフラー。
●持参品/ストレッチ編針、
　毛糸１玉（ない方は１,０００円で購入可）●定員各１０名

講師 ①米井 眞弓
講師 ①横田 桂子
講師 ②吉実 文子

http://santa.sanyo.oni.co.jp/culture/

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。

祝日、GW、お盆、年末年始
（無料駐車場なし）定休日

受付
時間

月～土曜）9：30～19：00
日　　曜）9：30～17：30

（お客様窓口）

文学・文芸のコース

TEL.086-803-8017お問い合わせ
お申し込み本部教室 〒700-8634
岡山市北区柳町2丁目1-1 山陽新聞社本社ビル6～8階

※材料費、手本代など実費は
　ご負担下さい。

受講料
1,080円
事前にご予約下さい

●髙島屋

桃太郎大通り

県庁通り

●
中央
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●

●
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イオン

岡山市役所

市
役
所
筋

柳
川
筋

岡
山
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山陽新聞社本社ビル
（カルチャープラザ）

■しゅんこうの和紙ちぎり絵
１１/１３（月）１０：００～１２：００
折り畳むと葉書サイズになるミニ屏風に、和紙で可愛い犬を貼ります。
●材料代１,２８０円●持参品/事務用ハサミ、おしぼり、
　あればメウチ●定員１０名 講師 𠮷田　節子

■南フランスの白いキルト「ブティ」
１１/５（日）１０：００～１２：００
小さな作品「指輪のトレー」でブティを体験してみませんか？
●材料代２,８００円●持参品/裁縫道具（貸出可）●定員３名 講師 村上 典子

■主婦のためのジャズダンス
１１/１３（月）１０：３０～１２：００
楽しく汗を流して、脂肪燃焼効果や美しい姿勢を身につけませんか。
●持参品/汗をかいても良い動きやすい服装、タオル、
　室内ばきのシューズ●定員５名 講師 星野 和子

受講生募集！！
11月開催


