
＊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

手工芸のコース

茶道・煎茶・礼法マナーのコース

実務・教養のコース

花との出会い・四季を知るコース

ジュニアコース

文学・文芸のコース
■童話創作教室
１１/１１（月）１３：００～１５：００
物語の基本形「起承転結」を学び、ストーリーの
プロットを考える。
●持参品/筆記用具●定員７名 講師 ながい くみこ

■日常の会話から始めるスピーチ講座
１１/１８（月）１８：３０～２０：３０
人前で視線に負けることなく日頃の話し方ができるように
取り組む。　●持参品/筆記用具●定員５名 講師 大前 栄克

■井上いつのり話し方講座
１１/１３（水）１３：００～１５：００
○発声法（腹式呼吸のポイント）○原稿読み○フリートーク
●原稿コピー代２００円●持参品/筆記用具、ノート
●定員１０名 講師 井上 いつのり

■絵本と童話を読む講座
１１/１１（月）１３：００～１５：００
宮沢賢治や新美南吉の作品を中心に絵本や童話をよみます。
●持参品/筆記用具●定員５名 講師 大前 栄克

■脳トレにも「朗読」を！
１１/１５（金）１０：００～１２：００
朗読の基本を身につけて、孫や子供たちに本を
読んであげませんか。　●持参品/筆記用具●定員３名 講師 中山 美保

■朗　読
１１/２（土）１０：００～１２：００
正しい呼吸・発声、発音を身につけ、内容が正しく伝わる
読み方を学ぶ。 講師 森　くにえ

■田辺聖子の新源氏物語
１１/１４（木）１０：００～１２：００
「当代随一の古典の読み手」田辺聖子さんの
源氏の世界を楽しむ。 講師 森　くにえ

■あすなろ腹話術
１１/３０（土）１０：００～１２：００
腹話術には若返りの効果や人の心を開く不思議な
魅力があります。　●持参品/手鏡 講師 小林 美佐雄

■囲　碁
１１月２１日（木）１５：３０～１７：３０
６歳以上、初心者からどなたでも。　●定員５名 講師 坂本 浩章

■初・二段目標の囲碁
１１/５（火）１８：００～２０：００
講師１人が複数を相手に実戦指導　●定員５名 講師 大橋 忠平

■健康マージャン
１１/１４（木）１３：００～１５：００
かけない、飲まない、吸わない頭の体操、健康麻雀
●定員４名 講師 今中 美代子

■2020年！吉方位で開運！
１１/27（水）10：30～12：００
占いで運を味方に引き寄せましょう。
●持参品/筆記用具 講師 峯山 清州

■四柱推命学・開運気学
１１/２７（水）１２：３０～１５：００
生年月日からその人の人生の流れを観ていきます。
吉方位を観て運気アップも！　●持参品/筆記用具 講師 峯山 清州

■東明手相教室
１１/２０（水）１０：００～１１：００
手相はみんな違う。誰にでもわかります。
楽しく役に立ちます。　●筆記用具●定員１５名 講師 土岩 晴子

■ヴォイストレーニングで若々しく健康に
１１/１２（火）１３：００～１４：００
呼吸法（腹式）、発声法を学び、唱歌、童謡、
昭和歌謡を歌います。　●定員１０名 講師 野崎 幹子

■子ども絵画教室
１１/１７（日）１３：００～１５：００
影絵の制作をします。　●材料代600円●定員３名
●持参品/水彩絵具一式（絵具、筆、パレット）、筆記用具 講師 矢吹 真澄

■楽しく学べる硬筆習字
１１/１８（月）１６：３０～１８：３０
・お名前の練習・楽しいカードづくり（５歳～）
●持参品/鉛筆●定員５名 講師 皆川 玲舟

■日本舞踊（若柳流）
１１/１７（日）１０:００～１１:００
日本舞踊の簡単な振りを基礎から教えます。（３歳～）
●持参品/稽古用着物（浴衣可）一式（レンタル有） 講師 若柳 吉一鳳

■狂言－太郎冠者に挑戦－
１１/６（水）１７：３０～１８：３０
きれいな姿勢で歩き、大笑いで大きな発声を。
そして太郎冠者のセリフと動きを体験。（小学生以上）
●持参品/足袋●定員５名 講師 田賀屋 夙生

■楽しくうたおう ミュージカルソング！
１１/１２（火）１８：００～１９：３０
劇団四季で培った声を出すためのメソッドを使って楽しく
歌ってみませんか?初めての方もどうぞ。（小６～高３）
●コピー代３０～５０円程度
●持参品/飲料水、タオル、ストレッチのできる服装●定員３名 講師 合田 友紀

■～はじめてのピアノ～♪
１１/１８（月）１５：３０～１９：００
ピアノの音は綺麗。ピアノを弾いたり♪歌ったり♪
ぬり絵をしたり♪（１人３０分）（４歳～中学生）
●定員５名 講師 藤田 マリ子

■小学１年生からの英語
１１/１６（土）１１：３５～１３：１０
小学１年生から４技能（読む、書く、聞く、話す）の
習得をスタートします。　●持参品/筆記用具●定員５名 講師 藤本 千秋

■子ども合気道
１１/２５（月）１８：００～１９：００
護身、礼儀作法、心の充実、そして体作りに大き
な効果があります。　●持参品/運動のできる服装 講師 壬生川 道晃

■姿勢＆体幹づくりのバランスボール
１１/８（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。（６歳～）
●持参品/運動ができる服装、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
１１/１７（日）１５:００～１６:１５
クラシックバレエの基礎（小学生以下）
●持参品/運動のできる服装、シューズ
　（なければ汚れても良いソックス）●定員１０名 講師 二宮 史絵子

■クラシックバレエ 幼児・児童科
１１/６（水）１５:３５～１６:５０
クラシックバレエの基礎（４歳～）
●持参品/運動のできる服装、シューズ
　（なければ汚れても良いソックス）、飲料水、タオル 講師 小泉　愛

■日曜カラオケ
１１/１７（日）１３：００～１５：００
楽に発声ができるよう基本練習をします。
●持参品/あれば歌える曲の楽譜●定員３名 講師 中司 賢一

■カラオケを楽しむ（かよ＆ふれんず）
１１/１（金）１５：４５～１７：４５
新曲を１曲、自分の習いたい曲を１曲、カラオケにて練習します。
●持参品/自分の歌いたい曲のカラオケテープと譜面 講師 北　かよ

■速攻撃退！風邪を引いたと思った時の養生術
１１/１２（火）１３：３０～１５：００
風邪を追い出す食材の選び方や養生法をお話しします。
●材料代１,０００円 講師 原口 陽子

■祝儀の折形と水引結び
１１/１８（月）１８：３０～２０：００
日本伝統の包む、結ぶ、折るを学びます。　●材料代２,９００円●持参品/ハサミ、
カッターナイフ（刃の幅１cm）、両面テープ（１cm幅まで）●定員５名　講師 Ｋｅｉｃｏ

■家庭でできるアロマ健康法
１１/28（木）１８：３０～２０：００
アロマテラピーについて簡単な説明後、ハンドマッサージ
体験をしていただきます。　●テキスト代500円
●持参品/フェイスタオル2枚、筆記用具●定員５名　 講師 因来　緑

■南京玉すだれ
１１/２１（木）１３：００～１５：００
サテサテの軽快なリズムに合わせ、つり竿やしだれ柳を作ってみましょう。
●動きやすい服装でご参加ください。●定員３名 講師 八房 光凜

■楽しい写真教室
１１/５（火）１０：００～１２：００
作品講評や実践的な撮影方法、創造力を高める方法などを解説します。
●持参品/できれば自分の撮影したプリント（２Ｌ以上）
　数枚（無くても可）●定員５名 講師 吉田 秀昭

■クラシックバレエ本科
１１/１７（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（なければ汚れても良いソックス）●定員１０名 講師 二宮 史絵子

■プリマダムのためのクラシックバレエ
１１/５（火）１３：００～１４：１５
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
（なければ汚れても良いソックス）、飲料水、タオル●定員１５名 講師 小泉　愛

■クラシックバレエ
１１/３０（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
（なければ汚れても良いソックス）、飲料水、タオル●定員５名 講師 秦　芳枝

■自彊術
１１/１５（金）１０：３０～１２：００
３１の動きを簡単に体験してもらいます。
●持参品/運動のできる服装●定員３名 講師 藤井 明美

■身体と心をときほぐすヨガ
１１/１８（月）１３：１５～１４：４５
ゆったりと体を動かすとともに心もほぐれ、ここち良さにうっとり・・・
●持参品/自由に動ける服装、バスタオル●定員３名 講師 松下 桃子

■ヨガ健康美容
１１/６（水）１８:００～１９:３０
日頃動かしていないところを動かし、楽しく美しい体を
めざしましょう。
●持参品/バスタオル、動きやすい服装、飲料水●定員１５名 講師 石井 恵子

■ヨガ健康法
１１/６（水）１５：００～１６：３０
呼吸の深さやリズムを確認しながら体を動かしましょう。
●持参品/バスタオル、動きやすい服装、飲料水●定員１５名 講師 石井 恵子

■基礎から始めるホームヨーガ
１１/２１（木）１０:００～１１:３０
ゆっくりとした動き（ポーズ）と呼吸で瞑想します。
●持参品/くつろげる服装●定員５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
１１/１４（木）１５:３０～１７:００
ヨーガ実習
●持参品/動きやすい服装、バスタオル、飲料水●定員１０名 講師 吉田 順子

■笑う門には福いっぱい！楽しい笑いヨガ
１１/１５（金）１０:３０～１２:００
笑うと福来る、心身スッキリ、リラックス！誰でも簡単！
お気軽に。　●持参品/動きやすい服装、飲料水 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
１１/１３（水）１０:００～１２:００
ゆっくり体を動かして心もリラックスさせましょう。
●持参品/動きやすい服装、シューズ、飲料水、タオル●定員５名 講師 八幡　泉

■エクササイズタイチ ザ 太極拳
１１/８（金）１８:３０～２０:３０
太極拳は体の緊張をほぐしリラックスできる健康体操です。
●持参品/動きやすい服装、シューズ、飲料水、タオル●定員５名

講師 八幡　泉
講師 増田 泰治
講師 河原 晃子

■太極拳と気功法
１１/６（水）１０:３０～１２:００
静かに動作を行う全身運動。脚力、バランス力、持久力の向上を目指す。
●持参品/運動しやすい服装、室内履きの運動靴●定員３人 講師 梁　薇

■健身気功
１１/２０（水）１３:００～１４:３０
特定の吐気発声法により気息を調整し、肝心脾肺腎三焦の調整をする。
●持参品/運動しやすい服装、室内履きの運動靴●定員３人 講師 梁　薇

■フットセラピー＆姿勢・体幹軸トレ教室
11/1（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。
●持参品/動きやすい服装、タオル、バスタオル、飲料水
●定員３名 講師 福本 智恵子

■スポーツ吹矢
１１/８（金）１０:３０～１２:００
基本動作から覚えていただき、すぐに６ｍから吹く体験が
できます。　●持参品/上履き、飲料水、タオル●定員５名 講師 和田 方子

■若さを保つ筋トレ
１１/１７（日）１０：３０～１２：００
若々しい姿勢を保つための筋力アップ方法を指導します。
●持参品/飲料水（水かお茶）●定員５名 講師 古川 美保

■自力整体で、ほっと一息リセットタイム
１１/８（金）１３:３０～１５:００
マッサージに行くより骨格を正せ！芯からほぐれ
芯から動ける体で心地良く・・・
●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

■からだメンテナンス
１１/１３（水）１０：３０～１２：００
ゆっくりと筋肉・関節を動かし、体全体をほぐしていきます。
●持参品/バスタオル２枚（姿勢の補正に使用）●定員１５名 講師 宮村 知子

■熟年から始めるソシアルダンス
１１/５（火）１０:００～１１:３０
踊る楽しさを体験してみて下さい。
●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？
１１/１２（火）１８:００～２０:００
モダン、ラテンの音楽に合わせて２時間の
ダンスタイムを楽しみましょう。初心者の方もどうぞ。
●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
１１/１６（土）１４:３０～１５:４５
ブルース、ワルツ、ジルバを踊ります。
●持参品/上靴 講師 安田 祥子

■社交ダンス
１１/１１（月）１０：３０～１２：００
ジルバとルンバを楽しく、ブルースからワルツで
少しおしゃれに。　●軽装、上靴●定員５名 講師 夏山 順千子

■ハワイアンフラ
１１/７（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をふむ
●持参品/筆記用具、汗をかいてもよい服装●定員５名 講師 近本 紀子

■合気道
１１/１８（月）１９：１０～２０：２５
護身、健康管理、外柔内剛そして気力の充実に
効果的です。　●持参品/運動のできる服装 講師 壬生川 道晃

■いけ花・嵯峨御流
１１/１９（火）１５：３０～１７：３０
生活にうるおいを与えてくれるお花をいけてみましょう。
●花代１,０００円●持参品/花鋏、筆記用具、花袋●定員５名 講師 角南 良甫

■楽しく歌おう ミュージカルソング！
１１月１３日（水）１３：３０～１５：００
劇団四季で培った声を出すためのメソッドを使って
楽しく歌ってみませんか？初めての方もどうぞ。
●コピー代３０～５０円程度●持参品/飲料水、タオル、
ストレッチのできる服装●定員３名 講師 合田 友紀

■いけ花・嵯峨御流
１１/１８（月）１８：３０～２０：３０
季節のお花でお部屋を彩るいけばなを体験（テーマX’mas）  ●花代１,０００円
●持参品/はさみ、お手ふき、持ち帰り用の袋●定員8名 講師 横畑 一園

■いけ花・桑原専慶流
１１/７（木）１３：００～１５：００
暮らしに潤いを・・・。日本の伝統文化を楽しみましょう。
●花代１,1００円●定員５名 講師 松村 渓光

■小牧まりと名曲を歌う
１１/２１（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 講師 小牧 まり

■歌って健康いきいきヴォイトレ
11/16（土）10：００～11：30
誤嚥性肺炎の予防や滑舌、呼吸のトレーニングで
体を動かした後、楽しく歌いましょう。
●持参品/運動しやすい服装、飲料水 講師 吉井 江里

■オペラのアリアを歌ってみよう
１１/１２（火）１４：００～１５：００
発声法を学んだあと曲を歌います。
オペラのアリア以外でも結構です。　●定員５名 講師 野崎 幹子

■タンゴを歌う
１１/１９（火）１０：３０～１２：００
美しい歌詞、メロディー、リズムが魅力のタンゴ。
歌詞の内容を学びながらスペイン語で歌います。
●コピー代２００円程度 講師 上田 何奈

■いけばな池坊
１１/２６（火）１０：００～１２：００
クリスマス・正月に向けての簡単な作品の制作
●花代１,０００円●持参品/布巾 講師 坂井 正行

■草月いけばな教室
１１/２（土）１８：００～１９：００
いけばながいろんな空間場所に飾れることを楽しく
おけいこします。　●花代９００円●持参品/花鋏●定員５名 講師 尾髙 肇江

■玄関をクリスマス飾りでコーディネート
１１/５（火）１３：３０～１５：００
人気のスワッグと置き物で自慢したくなるような玄関に。
●材料代３,６００円●持参品/ハサミ●定員６名 講師 片山 雅恵

■プリザーブドフラワー・アーティフィシャルフラワー
１１/１５（金）１０：００～１２：００
アーティフィシャルフラワーを使って、優しい色合いの
コサージュ作り（コサージュＢＯＸ付）
●持参品/必要な方は１３cm×１３cmのコサージュＢＯＸが入る袋
●花材費2,500円●定員５名 講師 窪田 晴美

■木彫（秀心彫）
１１/１１（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

■編める粘土マイネッタ
１１/７（木）１０：００～１２：００
フリル付きの中皿にバラを飾る
●粘土代８００円●持参品/タオル●定員３名 講師 喜多島 綾子

■アートクラフト（陶器絵付け）
１１/５（火）１０：００～１１：００
初心者大歓迎。豆皿にクリスマスリースを描きます。
※焼成後（約１週間後）のお渡しになります。
●材料代１,５００円●定員６名 講師 久山 三智子

■ピンクローズのホワイトトレー（トールペイント）
１１/１３（水）１３：００～１６：００
アトリエRoseオリジナルのバラを素敵なトレーに描きます。
●材料代２,５００円●持参品/汚れてもよい服装、エプロン
●定員５名 講師 竹内 えり子

■ステンドグラス
１１/１（金）１０：００～１２：００
２時間で制作可能なライトキャッチャー（窓飾り）またはフットライトの組立
●材料代２,０００～３,5００円●持参品/エプロン、古タオル１枚
●定員５名　 講師 松居　進

■カラーワイヤクラフト
１１/３０（土）１０：００～１2：00
「ミニクリスマスツリー」をクラフト用のカラーワイヤーで作ります。
●材料代6００円●持参品/作品の持ち帰り袋●定員６名 講師 岩本 洋子

趣味・手芸のコース
■安田早葉子 そめ花・ばら専科
１１/１１（月）１３：００～１６：００
野に咲く花のように可愛いコサージュ　●材料代３,５００円
●持参品/布切バサミ、エプロン、おしぼり●定員７名 講師 浜本 隆子

■樹脂風粘土フラワー
１１/１４日（木）１８：００～２０：００
バラ一輪　●材料代１０００円●定員３名 講師 錫木 佳世子

■デンマーク手工芸 ダネラ
１１/１８（月）１３：００～１５：００
作品作製に使うハンドミシンで小物を作る。
●材料代５００円●持参品/糸切りバサミ●定員５名 講師 池田 征聿子

■フランス刺繍 -戸塚刺しゅう-
１１/１１（月）１０：００～１２：００
ティーマットに刺しゅうをします。
●材料代１,０００円●持参品/ハサミ●定員３名 講師 高井 康子

■しゅんこうの和紙ちぎり絵
１１/１１（月）１０：００～１２：００
来年の干支[子]を小色紙（21×18cm）に貼ります。掛け紐付きなのですぐ飾れます。
●材料代１,1００円●持参品/手をふくおしぼり、
事務用ハサミ●定員１０名 講師 𠮷田 節子

■表千家茶道
１１/８（金）１４：００～１６：００
和の空間でお茶を楽しみましょう。
●水屋料３5０円●持参品/白ソックス●定員５名 講師 金川 宗令

■煎茶・一茶庵
１１/５（火）１８：００～１９：３０
ひととき日常を忘れて味わう少量のお茶。「煎茶」の愉しみの世界をご紹介
●水屋料350円●持参品/白ソックス●定員５名 講師 赤松 玉女

■香　道
１２/１８（水）１３：００～１５：００
組香を体験します。国内では産出しない香木を数種類聞き、
香りの妙を感じていただきます。　●材料代１,０００円
●持参品/白くつ下、あれば扇子、古帛紗●定員１２名 講師 大谷 香代子

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

■たのしい鉛筆画
１１/５（火）１０：００～１２：００
初心者の方も大歓迎です。細密鉛筆画の体験です。
●材料代２００円●定員１０名 講師 岡村 智恵

■チョークアート
１１/8（金）１０：３０～１２：００
ＰＯＰなチョークアートを楽しもう。
●材料代１,０００円●定員１０名 講師 向　彰子

■大人の塗り絵（塗り絵から始める水彩色鉛筆画）
１１/１８（月）１０：００～１２：００
油彩・水彩色鉛筆を使い「ゆりの花」を仕上げます。
●材料代６００円●定員３名 講師 矢吹 真澄

■デッサン基礎
１１/１０（日）１４：００～１６：３０
女性を描く
●モデル代２,０００円～●持参品/画用紙、鉛筆２Ｂ、ネリ消し
●定員５名 講師 小山 利子

■俳　画
１１/５（火）１０：００～１２：００
俳画で簡単で楽しい手描きの年賀状を書きます。
●葉書、筆代約１,５００円
●持参品/墨、硯、雑巾、あれば筆●定員１０名 講師 岡﨑 里風

■水墨画
１１/１（金）１３：００～１５：００
墨の濃淡やにじみ、かすれなど水墨画の面白さを
体験してください。
●材料代１００円●定員１０名 講師 国塩 多嘉

■①ふだん使いの器を作る
　②子供や高齢者のためのひねろー陶芸
１１/６（水）１０：００～１２：００
①手ろくろ、電動ろくろによる陶芸。②木枠で作る陶芸
●粘土代①１,０００円②５００円（各焼成料込）●定員５名 講師 三島　博

■動物彫刻と器
１１/１７（日）１３：００～１５：００
備前焼で自分らしい使いやすい器（コップ、皿）など
制作します。
●粘土代１㎏５００円●持参品/鉛筆●定員３名 講師 木村 玉舟

■洋　裁
１１/７（木）１０：００～１２：００
スカートまたはズボンの製図。採寸をして自分のパターンを
作ります。　●プリント、ハトロン紙代３０円
●持参品/筆記用具、赤鉛筆、メジャー●定員２名 講師 林　文子

■手編み（棒針編み、かぎ針編み）
１１/１３（水）１０：００～１２：００
秋冬の変わり糸を使ってストールを編んでみましょう。
●材料代１,０００円●持参品/はさみ●定員５名 講師 藤井 聡子

■やさしい手編み ストレッチ編み
①１１/９（土）１０：００～１２：００
②１１/１８（月）１３：００～１５：００　
１玉で作れるおしゃれなミニマフラー
●持参品/あればストレッチ針、毛糸（並太）１玉
　（無い方は毛糸代５００円）●定員各５名

講師 ①吉実 文子
講師 ②米井 眞弓
講師 ②横田 桂子

■日本舞踊（若柳流）
１１/１７（日）１１：００～１２：００
日本舞踊の簡単な振りを基礎から教えます。
●持参品/稽古用着物（浴衣可）一式（レンタル有）、足袋 講師 若柳 吉一鳳

■日本舞踊（花柳流）
１１/７（木）１３：００～１５：００
扇のあつかい等基本から入ります。
●持参品/着物（浴衣可）、あれば扇 講師 花柳 大日翠

■詩吟ゼミナール
１１/５（火）１８：１５～２０：３０
詩吟の発声法、レベルに合わせた指導。　●定員３名　 講師 猪木原氵虹泉

■篠笛（初級）
１１/１４（木）１８：００～２０：００
日本古来の横笛です。やさしくなつかしい音色に
心がいやされます。
●持参品/あれば篠笛（六笨調子）●定員４名 講師 松本 みどり

■「箏りーな」を楽しむ（箏曲入門）
１１/８（金）１４：００～１５：００
夕やけ小やけ、春の小川などの童謡や千曲川などの
歌謡曲を弾いてみましょう。
●持参品/あれば箏の爪●定員３名 講師 髙田 久美子

■鼓
１１/７（木）１５：３０～１７：３０
鼓のかまえ方等基本から入ります。
●持参品/あれば鼓 講師 望月 太津友

■尺　八
１１/14（木）13：00～15：00
●定員10名 講師 塩治 尺山

■沖縄三線・琉球民謡
１１/６（水）１３：００～１５：００
三線は簡単な楽器です。ぜひこの機会に沖縄の
風と海の音を感じて下さい。
●持参品/筆記用具●定員５名 講師 大喜多 達哉

■複音ハーモニカ講座
１１/２８（木）１５：３０～１７：３０
複音ハーモニカの入門・初級編です。
楽しさをお伝えしたいです。
●持参品/あればハーモニカ（教室で購入可） 講師 中井 節子

■サックス入門
１１/１０（日）１４：００～１５：００
音を出してみる～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

■リコーダー合奏講座
１１/９（土）１０：００～１２：００
簡単に音が出るけれども、実は奥が深い、大人が
楽しむ楽器です。（アルトとソプラノの基本的な
運指を理解されている方対象）
●持参品/アルトリコーダー、ソプラノリコーダー
　（プラスチック管可）、譜面台●定員５名 講師 松本 みどり

■ウクレレ
１１/１（金）１８：３０～２０：００
ウクレレになじめるようご説明します。
●持参品/あればウクレレ 講師 西山 諒一郎

■二　胡
１１/８（金）１３：００～１４：３０
二胡の説明、構え方、弾き方。簡単な曲を
一緒に弾いてみましょう。　●定員５名 講師 田中 佳世

■マンドリン
１１/１１（月）１９：１０～２０：００
楽器の説明と簡単な演奏体験を行います。
音楽経験はなくても結構です。
●持参品/あればマンドリン●定員２名 講師 伊丹 典子

■はじめてのバイオリン♫
１１/２５（月）１０：００～１２：００
バイオリンの基礎。初めての方は
バイオリンをお貸しいたします。（1人３０分）
●定員４名 講師 奥川 万理

■大人のためのギター教室
１１/１（金）１３：００～１３：３０
質問やリクエスト曲をお伺いし、基本テクニック等を
体験していただきます。
●持参品/あればギター●定員５名 講師 川上 和弘

■～はじめてのピアノ～♪
１１/１８（月）１４：００～１９：００
楽譜が読めなくても大丈夫です。「ドレミ」を書いた
楽譜で知っている曲を弾いてみましょう。（１人３０分）
●定員５名 講師 藤田 マリ子

■中高年から始める らくらくピアノ®
１１/９（土）１６：３０～２０：３０
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
１１/１６（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

■デッサンから始める絵画
１１/８（金）１３：００～１５：００
デッサンの基本から指導
●持参品/今まで描いたデッサンまたは水彩画（写真可）、
　鉛筆（特に指定なし）●定員３名 講師 木口 敬三

■エッセイ教室Ⅰ
１１/６（水）１３：００～１４：３０
簡潔で分かりやすい文章入門
●持参品/筆記用具●定員５名 講師 柳生 尚志

■川柳教室
１１/２１（木）１３：００～１５：００
受講生の作品に対して一句ずつコメントを入れるのを
聞いていただきます。
●持参品/筆記用具（ボールペン・赤ペン）●定員５名 講師 新家 完司

■短歌教室
１１/２８（木）１３：１５～１５：１５
①古典から現代短歌まで表現の研究・学習。
②参加者の自作（５首以内）の検討。（自作なしでも可）
●持参品/筆記用具 講師 濱田 棟人

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

■山田方谷の世界
１１/２（土）１３：００～１４：３０
講座内容について丁寧に説明し、受講生の希望も聞きたい。講師 朝森　要

■古代の吉備
１１/２２（金）１３：３０～１５：００
吉備津彦神と倭国大王陵たる造山古墳、
吉備の宗族窪屋氏を検証する。 講師 出宮 徳尚

■花の文化史
１１/２（土）１３：３０～１５：００
四季折々の花（１１月はチャ）について文化史の観点
から学習します。　 講師 臼井 英治

■心にひびく日本の古典
１１/16（土）１３：００～１５：００
鎌倉中期の説話集『古今著聞集』を読み解き、
王朝文化の枠を超えた新しい人間像に迫ります。
●持参品/筆記用具 講師 佐藤 雅代

■『源氏物語』を読む
１１/２１（木）１０：００～１２：００
「若紫」巻の北山の春と若紫との出会いを味読する。 講師 片岡 智子

■「源氏物語」をわかりやすい「宇治十帖」から
１１/１（金）１３：００～１５：００
光源氏亡き後の孫世代の物語はわかりやすく
ドラマティック！です。　●定員１０名 講師 中山 美保

■岡山後楽園のキーワードは『養生』
１１/１４（木）１０：３０～１２：００
殿様は後楽園で、御旅所に到着する
東照宮祭礼神輿を待ち受けた。 講師 神原 邦男

■写　経
１１/１１（月）１３：００～１４：３０
宗派に合わせてお経を書きます。上手に書けなくても大丈夫。
心を込めて書きます。
●写経用紙１枚４０円●持参品/書道用具一式●定員１５名 講師 三宅 鏡華

■ネイティヴ英会話サロン
１１/２６（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
１１/１８（月）１０：３０～１２：００
英語を習いたいけど何から始めたらいいか
分からない方にお勧め。　●持参品/筆記用具 講師 馬場 越子

■ドイツ語
１１/２６（火）１５：２５～１６：５５
ひととおり文法を学んだことがある方を対象に、
ドイツに関する新聞記事（ドイツ語）等を読みます。
●持参品/筆記用具 講師 香月 恵里

■～ラテン音楽から感じる～スペイン語
１１/１（金）１０：３０～１２：００
中南米やスペインの名曲などを題材にスペイン語の
読み方、文法、会話を学びます。
●コピー代１００円程度●持参品/筆記用具 講師 上田 何奈

■ハングル講座（中級）
１１/１６（土）１３：００～１４：２０
文法、読解、会話などを総合的に学ぶクラスです。
（学習歴５年以上）　●持参品/筆記用具、辞書●定員３名 講師 崔　泰順

■脳トレ体験講座
１１/１４（木）１３：００～１３：５０（その他応相談）
速読聴をはじめとした、各種脳トレーニングで
認知機能をきたえよう！
●定員１コマあたり３名 講師 PCらいふパソコンスクール専任講師

NO.○○○○ ライセンス取得のコース

書道・ボールペン習字のコース
■実用・かな書
１１/５（火）１８：００～１９：３０
実用書（日常用語）から、かな書一般指導
●持参品/筆、硯（講師より購入可） 講師 浅沼 翡舟

■漢字と実用書
１１/８（金）１３：００～１４：３０
漢字、仮名等日常の日本語を美しく書けるようになりましょう。
●手本代５００円●持参品/筆ペンまたは小筆、ボールペン
　またはつけペン●定員６名 講師 恒次 鶴城

■楽しい年賀状づくり
１１/１５（金）１３：００～１４：４５
年賀状を手作りします。
●持参品/年賀ハガキ１枚、ボールペン、筆ペン●定員５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
１１/１４（木）１８：３０～２０：１５
美文字への第一歩。おとなの字でひと言お手紙を書こう。
●持参品/ボールペン●定員５名 講師 朝原 加奈子

美術のコース
■油絵（特に指定なし）
１１/５（火）１３：００～１５：００
体験者の希望に合わせて指導します。
●持参品/描きたい画材●定員５名 講師 難波　滋

■はじめて描く油絵
１１/１８（月）１３：００～１５：００
木炭デッサン。色彩を大切に心に残る作品の
お手伝いをいたします。
●Ｆ６キャンバス代６６０円●持参品/エプロン●定員４名 講師 小塩　武

■水彩表現
１１/１６（土）１３：００～１５：００
静物画（花、果物、野菜、器物など）を描きます。
●持参品/水彩絵具、筆、画用紙またはスケッチブック
　（八つ切りくらい）●定員５名 講師 三輪 一登

■スケッチを楽しもう！〈クレパス画〉
１１/１８（月）１０：００～１２：００
静物をクレパスで描く
●材料代５００円（クレパス持参の方は１５０円）
●持参品/クレパス画材●定員８名 講師 宮澤　悟

■認定心理カウンセラー養成講座（基礎コース）
１１/３０（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
ご提供します。　●持参品/筆記用具 講師 鈴村　忠則

※材料費、手本代など実費は
　ご負担下さい。

受講料
1,100円
事前にご予約下さい

https://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）

TEL.086-803-8017お問い合わせ
お申し込み
〒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
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山陽新聞社本社ビル
（カルチャープラザ）1日体験講座

本部教室

■山田千代子の
　コスチュームジュエリー
１１/２７（水）１０：００～１２：００
マルチホールのビーズを使ってペンダント
トップを作ります。　●材料代２,４２０円
●持参品/ビーズマット、はさみ、筆記用具
●定員３名 講師 山田 千代子

■手描友禅染色
１１/２０（水）１３：００～１５：００
テーブルセンター（４２×５０㎝）
●材料代１,０００円
●持参品/ティッシュペーパー、エプロン
●定員５名

講師 安田 正江

■ジュエリーバッグ フリーレッスン
１１/７（木）１３：３０～１５：００
きらきらと輝くヤーンで、キーケースを作ります。
●材料代２,０００円●持参品/はさみ（小）●定員１０名 講師 平賀 亜希

■ビーズ織り「ループフリンジペンダント」
１１/１３（水）１３：００～１６：００
フリンジにスワロクリスタルを入れたペンダントを作ります。
●材料代２,０００円●持参品/糸切りはさみ、セロテープ
●定員５名 講師 鷲田 祥子

■テキスタイルアート フリーレース
１１/１２（火）１０：００～１２：００
リボンやコードを使ってオリジナルに仕上げる小さめバッグ作り。
●材料代３,０００円～●持参品/筆記用具、セロテープ●定員５名 講師 大河 洋江

■木目込み人形・寿光会
１１/１１（月）１０：００～１２：００
来年の干支[子]を作ります。とてもかわいいですよ。
●材料代２,４００円●持参品/目打ち、ハサミ●定員５名

講師 守屋 綾香
講師 守屋 明日香

■つまみ細工教室「ゆきいちご」
１１/１（金）１０：００～１２：００
秋色のマーガレットを作ります。針も糸も使いませんので安心して
ご参加下さい。　●材料代２,2００円●定員６名
●持参品/洗たくばさみ、ボンド、つまようじ、あればピンセット 講師 安谷 由紀

趣味と暮らしの百科コース

■羊毛フェルトで
　愛犬・愛猫をつくろう
１１/１５（金）１０：００～１２：００
羊毛フェルトで犬または猫の顔の
ブローチを作ります。
●材料代５００円 講師 小野 久仁子

健康・スポーツのコース

料理のコース
■～巻いてわくわく～
　飾り巻き寿司
１１/１５（金）１０：００～１２：００
人気の飾り巻き寿司で、かわいいまんまる
サンタを巻きましょう。　●材料代１,０００円
●持参品/エプロン、手拭きタオル、巻きす、
　持ち帰り用容器または袋（ご飯１合分くらい）
●定員１５名 講師 新谷 佳子

■ゼロから始める楽譜の読み方
１１/28（木）１３：00～14：3０
楽譜が読めない、苦手な方を対象に楽譜の仕組みを
わかりやすく解説します。
●教材代100円●持参品/筆記用具 講師 折井 ユミコ

■歌って健康いきいきライフ
１１/６（水）１０：３０～１２：００
椅子に座ってできる体操、ヴォイストレーニングの
後はなつかしい歌など歌って楽しい時間を！
●持参品/飲料水、筆記用具●定員５名 講師 吉井 江里

■がんぴ舎の和紙ちぎり絵
１１/９（土）１０：００～１２：００
来年の干支を色紙に貼ります。
●材料代１,０００円●持参品/手ふき 講師 石原 保恵

受講生募集！
11月開催


