
2020年5月29日現在

会場名 開催曜日 開始時間 講座名 講師名 再開日
金沢本部教室 日 10:00 日曜茶道【裏千家】 坂本宗恵 6月14日
金沢本部教室 日 11:00 【個人】アコースティックギター1 宮岸　慈侊 7月12日
金沢本部教室 日 12:00 ピアノレッスン（日曜年42回・30分）3 越川さゆり 6月7日
金沢本部教室 日 13:00 パソコンでゲームを作ってみよう！ 宮川　剛 6月14日
金沢本部教室 日 13:00 日曜茶道【表千家】 山本宗喜 6月14日
金沢本部教室 日 13:30 ミュージカルレッスン舞台クラス（） 泉つかさ 6月7日
金沢本部教室 月 10:00 フレッシュ中野凱勝の卓球教室 中野凱勝 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 日本の名曲を歌おう 能　千代 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 加賀花てまり 酒井禮子 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 羊毛フェルト ナカムラカズヨ 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 ズパゲッティ ナカムラカズヨ 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 相撲甚句を唄う 示野　健 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 楽しく筆ペン教室 小倉雪村 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 和裁月朝 中黒恵美子 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 60歳からのマジック 川幡外茂治 6月1日
金沢本部教室 月 10:00 茶道宗和流月朝 飯田　宗澄 7月6日
金沢本部教室 月 10:00 はじめての和紙ちぎり絵 山下一恵 7月13日
金沢本部教室 月 10:30 3B体操 源京子 6月1日
金沢本部教室 月 10:30 男の料理入門 酒井香 6月1日
金沢本部教室 月 10:30 昭和の名曲を歌おう 山岸エミ 6月8日
金沢本部教室 月 10:30 女性のための謡曲宝生流 松田　若子 6月8日
金沢本部教室 月 10:30 ハーブでおもてなしクッキング 宮崎智恵子 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 月 11:30 【個人】大人のためのピアノレッスン3 和田拓也 6月1日
金沢本部教室 月 12:00 長唄月昼 杵屋喜三以満 6月8日
金沢本部教室 月 12:40 大人のキーボード月昼 杉本侑優 6月1日
金沢本部教室 月 13:00 リズムダンス月昼 太田章子 5月25日
金沢本部教室 月 13:00 茶道表千家月昼 山本宗喜 7月6日
金沢本部教室 月 13:00 瀬尾明美の民謡踊り月昼 瀬尾明美 6月1日
金沢本部教室 月 13:00 気軽にはじめる油絵 江守マリ子 6月1日
金沢本部教室 月 13:00 津軽三味線月昼 一川明宏 6月8日
金沢本部教室 月 13:00 趣味のタブレット＆スマホ 南賀子 6月15日
金沢本部教室 月 13:00 デジタル一眼レフカメラ 虎井 誠 7月13日
金沢本部教室 月 13:15 英語で歌う永遠のポップス13：15 中田理恵子 7月6日
金沢本部教室 月 13:30 実用書道を筆ペンで月昼 斉藤千佳子 5月25日
金沢本部教室 月 13:30 短歌第2・4月昼 陶山弘一 6月8日
金沢本部教室 月 13:30 魅力アップの朗読講座第2・4月昼 横田　幸子 6月8日
金沢本部教室 月 14:00 【金石】童謡・唱歌を歌おう 酒井貴久美 6月8日
金沢本部教室 月 14:00 近代ドイツの文化・社会・国民 田中俊之 6月15日
金沢本部教室 月 14:15 中高年のための簡単キーボード3 杉本侑優 6月1日
金沢本部教室 月 14:45 英語で歌う永遠のポップス14：45 中田理恵子 7月6日
金沢本部教室 月 15:30 テーブル抹茶の世界 山本宗喜 6月1日
金沢本部教室 月 15:30 金繕い工房 清水英姿 6月1日
金沢本部教室 月 15:30 イコン（聖画像）の制作 大村雅章 6月8日
金沢本部教室 月 16:00 筝曲月夕夜 釣谷雅楽房 6月1日
金沢本部教室 月 18:00 和裁月夜 能任磨璃子 6月1日

会場名→開催曜日・開始時間→講座名の順にお調べください。掲載後、日程が変更になった場合は、訂正する場合がありますのでご注意ください。



金沢本部教室 月 18:00 中世の絵画技法で描く月夜 大村雅章 6月8日
金沢本部教室 月 18:00 彫刻 石田陽介 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 月 18:30 蒔絵コース月夜 清水英姿 5月25日
金沢本部教室 月 18:30 茶道表千家月夜 山本宗喜 7月6日
金沢本部教室 月 18:30 やさしい社交ダンス初級月曜・夜 山口　啓子 6月8日
金沢本部教室 月 18:30 茶道入門 大島宗広 6月8日
金沢本部教室 月 19:00 オキシトシンエクササイズ 丸谷　有加 6月1日
金沢本部教室 月 19:20 佐々木忠平のロック入門 佐々木忠平 6月8日
金沢本部教室 火 9:30 ぶどうの木水彩画・色鉛筆 戸田　博子 6月2日
金沢本部教室 火 9:30 ぶどうの木美文字 飯田比佐子 6月9日
金沢本部教室 火 10:00 筋トレ＆ストレッチ火曜 深田晃 5月28日
金沢本部教室 火 10:00 パソコン入門～活用 井上真由美 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 宮口しげみのラッピング講座 宮口繁美 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 加賀ゆびぬき 大西由紀子 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 初めての健康麻雀 表 勝正 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 新舞踊紫乃の会 睦紫乃 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 水墨画火朝 沢野井幸石 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 水彩画から油絵へ 大滝有希生 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 【隔週】洋裁＆リメイク1・3火朝 寺山昌子 6月2日
金沢本部教室 火 10:00 【個人】ヴァイオリン 古川薫子 6月9日
金沢本部教室 火 10:00 初めての健康麻雀（2・4週） 安達進 6月9日
金沢本部教室 火 10:00 俳画火朝 守作青暢 6月9日
金沢本部教室 火 10:00 山歩き雑学講座 石森長博 6月16日
金沢本部教室 火 10:00 親鸞聖人の教えに親しむ 高瀬　顕正 7月21日
金沢本部教室 火 10:00 茶花を生ける午前クラス 佐々木宗祐 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 火 10:30 趣味のタブレット＆スマホ 南賀子 6月2日
金沢本部教室 火 10:30 水引あそび～包み方 宮口繁美 6月16日
金沢本部教室 火 10:30 文学の町・金沢を読む 水洞幸夫 6月23日
金沢本部教室 火 10:30 青木悦子の金沢じわもん巡り 青木悦子 6月23日
金沢本部教室 火 10:30 サロン・ド・カフェ 有延宏之 6月23日
金沢本部教室 火 10:45 タップダンス火朝 板谷典子 6月2日
金沢本部教室 火 11:00 はじめての紅茶レッスン 吉田直子 6月9日
金沢本部教室 火 12:00 越中おわら踊り経験者12：00クラス 北川　由美子 6月2日
金沢本部教室 火 12:30 パソコン＆スマホ【火1230】 井上真由美 6月9日
金沢本部教室 火 12:45 今から始める健康ピアノ②④火昼 直江　久美子 6月9日
金沢本部教室 火 13:00 大人のキーボード【グループ】火昼13：00 原裕子 6月2日
金沢本部教室 火 13:00 一進の四柱推命初級 一進 6月2日
金沢本部教室 火 13:00 謡曲宝生流火昼 渡邊茂人 6月2日
金沢本部教室 火 13:00 洋裁火昼 山岸幾美 6月2日
金沢本部教室 火 13:00 趣味のタブレット＆スマホ 南賀子 6月9日
金沢本部教室 火 13:00 健康太極拳2・4火昼 卜部英克 7月14日
金沢本部教室 火 13:00 当間知恵子の彩りパッチワーク 当間知恵子 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 火 13:00 ペン字から毛筆まで火昼 中田飛泉 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 火 13:00 茶花を生ける午後クラス 佐々木宗祐 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 火 13:30 実用書道を筆ペンで火昼 斉藤千佳子 5月26日
金沢本部教室 火 13:30 『源氏物語』を読む第1・3火昼 柳澤良一 6月2日
金沢本部教室 火 13:30 前田利家古文書を読む 東四柳史明 6月2日
金沢本部教室 火 13:30 オキシトシンエクササイズ第2・4火昼 田村　由美子 6月9日



金沢本部教室 火 13:30 楽しいハーモニカ2・4火 猿谷朗子 6月9日
金沢本部教室 火 13:30 【2・4】桂木良子のばっちりカラオケ 桂木良子 6月9日
金沢本部教室 火 13:30 原文講読平安時代の女流日記を読む 柳澤良一 6月9日
金沢本部教室 火 13:30 加賀・能登の風景を探る 東四柳史明 6月9日
金沢本部教室 火 13:30 【1・3】桂木良子のばっちりカラオケ 桂木良子 6月16日
金沢本部教室 火 13:30 万葉集の「ことば」と「こころ」 柳澤良一 6月23日
金沢本部教室 火 13:50 越中おわら踊り入門13：50クラス 北川　由美子 6月2日
金沢本部教室 火 14:00 一進の四柱推命 一進 6月2日
金沢本部教室 火 14:00 はじめての謡曲宝生流 渡邊茂人 6月2日
金沢本部教室 火 14:00 古文書を読み解く火昼 瀬戸　薫 6月16日
金沢本部教室 火 14:00 タロットリーディング 福明　珠澄 6月23日
金沢本部教室 火 14:00 讃美歌を歌おう 太郎田真理 7月7日
金沢本部教室 火 14:00 いけ花池坊火昼 森翠禮 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 火 14:30 【個人】大人のキーボード火昼 原裕子 6月2日
金沢本部教室 火 14:30 ピアノレッスン（水曜年42回・30分）1 越川さゆり 6月2日
金沢本部教室 火 16:00 旧大和はじめての俳句サロン第1・3火夕 西田　梅女 6月2日
金沢本部教室 火 17:00 ジュニア書道火夜 中川琴鈴 6月2日
金沢本部教室 火 18:00 謡曲宝生流火夜 渡邊茂人 6月2日
金沢本部教室 火 18:00 茶道裏千家火夜 畑宗妙 6月2日
金沢本部教室 火 18:00 いけ花古流火夜 三口理芳 6月2日
金沢本部教室 火 18:00 ～詩の魅力を伝える～詩吟 経田　岳悠 6月2日
金沢本部教室 火 18:00 ペン字からはじめる生活書道火夜 中川琴鈴 6月2日
金沢本部教室 火 18:30 タップダンス入門 板谷典子 6月2日
金沢本部教室 火 18:30 陶芸教室（高光先生クラス） 高光一雅 6月2日
金沢本部教室 火 18:30 はじめての沖縄三線18：30 川原徹也 6月2日
金沢本部教室 火 18:30 古文書を読む第2・4火夜 見瀬　和雄 6月9日
金沢本部教室 火 19:00 アロマで夜ヨガ 山岸香織 6月2日
金沢本部教室 火 19:00 料理ビギナーズ 酒井香 6月2日
金沢本部教室 火 19:00 マルちゃんの司会・スピーチ入門 丸一都美 6月16日
金沢本部教室 火 19:30 かんたんピアノ＆キーボード夜 原裕子 6月2日
金沢本部教室 火 19:45 タップダンス火夜 板谷典子 6月2日
金沢本部教室 火 20:00 はじめての沖縄三線20：00 川原徹也 6月2日
金沢本部教室 水 10:00 美しい文字教室 今井美泉 5月20日
金沢本部教室 水 10:00 城下町ウォーキング 竿下るり子 5月27日
金沢本部教室 水 10:00 能楽小鼓幸流 住駒幸英 5月27日
金沢本部教室 水 10:00 中高年のノルディックウォーク 金丸和弘 6月3日
金沢本部教室 水 10:00 パソコン応用 井上真由美 6月3日
金沢本部教室 水 10:00 【個人】尺八 徳野　梁山 6月3日
金沢本部教室 水 10:00 シニアのための写真教室 山田秀人 6月3日
金沢本部教室 水 10:00 60歳パソコン 浦美穂 6月10日
金沢本部教室 水 10:00 フラワーデザイン 日本フラワーＤ協会 6月10日
金沢本部教室 水 10:00 日本刺繍 中山 きよみ 6月10日
金沢本部教室 水 10:00 水墨画水朝 高畠紫香 6月10日
金沢本部教室 水 10:00 百人一首からはじめるかな書 松﨑節恵 6月10日
金沢本部教室 水 10:00 【隔週】百美流きもの着付け水朝 澤田　泉 6月10日
金沢本部教室 水 10:00 百美流きもの着付け水朝 澤田　泉 6月10日
金沢本部教室 水 10:00 御朱印巡礼 野村　みつぢ 7月8日
金沢本部教室 水 10:00 金沢寺院群のお宝拝見講座 野村　みつぢ 7月22日



金沢本部教室 水 10:30 ストレッチ＆スロービック 東斉子 5月20日
金沢本部教室 水 10:30 古典フラ（カヒコ・フラ）初級朝クラス 我妻節子 5月27日
金沢本部教室 水 10:30 リズムダンス水朝 太田章子 5月27日
金沢本部教室 水 10:30 岸祐子プロのゴルフレッスン水10：30～ 岸　祐子 6月3日
金沢本部教室 水 10:30 アロマとヨガ 山岸香織 6月3日
金沢本部教室 水 10:30 手作り焼きたてパン 河﨑紀子 6月10日
金沢本部教室 水 11:00 古典フラ健康エクササイズ1・3水朝 我妻節子 6月3日
金沢本部教室 水 11:00 【グループ】ボーカルトレーニング 串田淑子 6月10日
金沢本部教室 水 11:00 オーボンパンビゴの店 村井　啓了 6月17日
金沢本部教室 水 11:30 60歳パソコン 浦美穂 6月10日
金沢本部教室 水 13:00 新舞踊和寿流 和寿紫泉 5月20日
金沢本部教室 水 13:00 ビューティーバレエ昼クラス 泉つかさ 6月3日
金沢本部教室 水 13:00 ボイトレ＆歌謡 安田みわ 6月3日
金沢本部教室 水 13:00 たのしい加賀繍 森本悦子 6月3日
金沢本部教室 水 13:00 茶道裏千家水昼 大島宗笛 6月3日
金沢本部教室 水 13:00 渋川流剣詩舞道 田村天聖月 6月3日
金沢本部教室 水 13:00 ろうけつ染め水昼 柿本市郎 6月3日
金沢本部教室 水 13:00 水彩画～色えんぴつ・パステル画 小池優 6月3日
金沢本部教室 水 13:00 シニアのためのスマホ＆タブレット 浦美穂 6月10日
金沢本部教室 水 13:00 ボーカルトレーニング・グループ13：00 串田淑子 6月10日
金沢本部教室 水 13:00 たのしく水彩画 錦木 眞葉 6月10日
金沢本部教室 水 13:00 洋裁入門 堀惠美子 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 水 13:30 白石あつこの歌謡教室 白石あつこ 6月3日
金沢本部教室 水 13:30 ボタニカルアート 白山信子 6月3日
金沢本部教室 水 13:30 大人のリコーダー水昼 中村俊子 6月10日
金沢本部教室 水 14:00 雅楽～龍笛を奏でよう～水14：00 北山隆 6月17日
金沢本部教室 水 14:15 シニアのためのスマホ＆タブレット 浦美穂 6月10日
金沢本部教室 水 14:40 【個人】ボーカルトレーニング④水 串田淑子 6月24日
金沢本部教室 水 15:30 【個人】ボーカルトレーニング 串田淑子 6月3日
金沢本部教室 水 15:30 シニアのためのスマホ＆タブレット 浦美穂 6月10日
金沢本部教室 水 17:00 ジュニアミュージカル 泉つかさ 6月10日
金沢本部教室 水 18:00 茶道裏千家水夜 大島宗笛 6月3日
金沢本部教室 水 18:00 いけ花草月流水夜 牧野秋勝 6月3日
金沢本部教室 水 18:00 【隔週】基礎からの洋裁＆リメイクで服作り第1・3水夕 寺山昌子 6月3日
金沢本部教室 水 18:30 漆・金継ぎ 村本 真吾 6月3日
金沢本部教室 水 18:30 ＮＤＡフラワーデザイン 日本フラワーＤ協会 6月10日
金沢本部教室 水 18:50 ビューティーバレエ夜クラス 泉つかさ 6月10日
金沢本部教室 水 19:00 ウォーキング・レッスン水曜夜 山本敬子 5月27日
金沢本部教室 水 19:00 【隔週】百美流きもの着付け水夜 澤田　泉 7月1日
金沢本部教室 水 19:00 料理ビギナーズ 酒井香 6月3日
金沢本部教室 水 19:00 雅楽～龍笛を奏でよう～水19：00 北山隆 6月17日
金沢本部教室 水 19:00 ワインの聖地を旅する 辻健一 6月17日
金沢本部教室 水 19:00 6/24（水）リンパマッサージ エミ初田 6月24日
金沢本部教室 水 19:00 素敵にオカリナ2・4水夜 小山佳純 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 水 20:00 合気道－護身術から介護術まで 寺井和弘 6月3日
金沢本部教室 木 10:00 転倒予防のための筋トレ＆ストレッチ木曜 深田晃 5月26日
金沢本部教室 木 10:00 女性の健康バドミントン 松田新二郎 6月4日
金沢本部教室 木 10:00 パソコン活用 浦美穂 6月4日



金沢本部教室 木 10:00 大正琴第1・3木朝 村松恵美子 6月4日
金沢本部教室 木 10:00 木彫第1・3木朝 広田都 6月4日
金沢本部教室 木 10:00 俳句専科教室第2・4木 高堂智恵子 6月11日
金沢本部教室 木 10:00 長尾華奈の楽しく学んで強くなる囲碁教室初級・中級クラス 長尾 華奈 6月11日
金沢本部教室 木 10:00 入門者のための水彩画 森脇位泰 6月11日
金沢本部教室 木 10:00 俳句入門教室第1・3木 西田梅女 添削講座として実施中

金沢本部教室 木 10:15 墨で楽しむ絵手紙月1クラス 山下邦子 6月4日
金沢本部教室 木 10:15 墨で楽しむ絵手紙 山下邦子 6月4日
金沢本部教室 木 10:30 悠々スマホ＆タブレット 南賀子 6月4日
金沢本部教室 木 10:30 体にやさしいキラメキ料理教室 仕平幹子 6月4日
金沢本部教室 木 10:30 中高年から始めるやさしいピアノ・キーボード 山田　なおみ 6月11日
金沢本部教室 木 10:30 楽しいハーモニカ 猿谷朗子 6月11日
金沢本部教室 木 10:30 寿しレシピ12カ月 仕平幹子 6月25日
金沢本部教室 木 10:30 童謡・唱歌を歌おう木朝 太郎田真理 7月2日
金沢本部教室 木 13:00 何でも質問クラス 浦美穂 6月4日
金沢本部教室 木 13:00 大人のキーボード1・3木昼 原裕子 6月4日
金沢本部教室 木 13:00 ハワイアンキルト 岡田美喜 6月4日
金沢本部教室 木 13:00 謡曲宝生流木昼 薮俊彦 6月4日
金沢本部教室 木 13:00 日本舞踊三条流木昼 三条うす由紀 6月4日
金沢本部教室 木 13:00 篆刻木昼 北室南苑 6月4日
金沢本部教室 木 13:00 和服リメイク(木昼) 山岸幾美 6月4日
金沢本部教室 木 13:00 デューク更家のウォーキング 宇多田円 6月11日
金沢本部教室 木 13:00 大人の文章講座 水洞幸夫 6月11日
金沢本部教室 木 13:00 はじめての横笛木 藤舎眞衣 6月11日
金沢本部教室 木 13:00 仏像を彫る木昼 森下廣箭 6月11日
金沢本部教室 木 13:00 スパイスクラフト 山岸　晴美 6月12日
金沢本部教室 木 13:00 和紙ちぎり絵 山下一恵 7月2日
金沢本部教室 木 13:00 和紙ちぎり絵（入門） 山下一恵 7月9日
金沢本部教室 木 13:00 【60分】ボイトレ＆昭和の名曲 角海郁子 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 木 13:00 ウィーンの刺繍プチポアン 鵜飼文代 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 木 13:00 心を伝える書道教室 山崎康子 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 木 13:30 魅惑のガラス絵入門木昼 鹿山栄子 5月28日
金沢本部教室 木 13:30 皇風煎茶礼式木昼 宮田　弘嘉 6月4日
金沢本部教室 木 13:30 横笛藤舎流初・中級木昼 藤舎眞衣 6月11日
金沢本部教室 木 13:30 丹羽俊夫のスケッチ講座 丹羽俊夫 7月9日
金沢本部教室 木 14:00 大丸七代の絵画教室 大丸七代 6月11日
金沢本部教室 木 15:00 英国風フラワーアレンジメント 光地敏子 6月4日
金沢本部教室 木 16:00 囲碁木曜（毎週クラス） 神野　正昭 6月4日
金沢本部教室 木 16:00 日本舞踊宗家藤蔭流木 藤蔭都紀樹 6月4日
金沢本部教室 木 17:30 コンテンポラリーダンス 堀　裕子 6月11日
金沢本部教室 木 17:30 【個人】津軽三味線 一川宏玲 6月11日
金沢本部教室 木 18:00 囲碁第1・3木曜（隔週クラス） 神野　正昭 6月4日
金沢本部教室 木 18:00 都山流尺八木夜 増田黎山 6月4日
金沢本部教室 木 18:30 二胡を弾こう（夜クラス） 李 彩霞 6月4日
金沢本部教室 木 18:30 津軽三味線木夜 一川宏玲 6月11日
金沢本部教室 木 18:45 ヴォイストレーニング1 中田理恵子 6月11日
金沢本部教室 木 19:00 ヨガでボディメイク(木) いしかわNPO健康支援グループエコロ 5月21日
金沢本部教室 木 19:00 民謡舞踊・兼生会 兼生千柳 6月4日



金沢本部教室 木 19:00 書道入門 林花泉 6月4日
金沢本部教室 木 19:00 ぼんくら筆ペン・ペン字 中川 琴鈴 6月4日
金沢本部教室 木 19:30 満天岩盤ヨガ 木村　直子 7月2日
金沢本部教室 木 19:30 宝塚なりきりレッスン 泉つかさ 6月4日
金沢本部教室 木 19:30 遠州流茶道木夜 西野宗布 6月4日
金沢本部教室 金 9:30 町家でクラフト 平田　奈々 6月5日
金沢本部教室 金 10:00 民謡三味線金朝 山岸紘晴 5月22日
金沢本部教室 金 10:00 60歳パソコン 井上真由美 6月5日
金沢本部教室 金 10:00 【個人】キーボード①③金朝 原裕子 6月5日
金沢本部教室 金 10:00 【追加】キーボード個人レッスン 原裕子 6月5日
金沢本部教室 金 10:00 深雪アートフラワー金朝 中村光子 6月5日
金沢本部教室 金 10:00 和裁金朝 中黒恵美子 6月5日
金沢本部教室 金 10:00 カルトナージュ入門 藤松香織 6月12日
金沢本部教室 金 10:00 はじめてのミシンキルト 呉山裕子 7月3日
金沢本部教室 金 10:00 西房浩二の透明水彩画朝 西房浩二 7月10日
金沢本部教室 金 10:00 オカリナ金朝 小山佳純 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 金 10:00 女性のための能楽宝生流 松田　若子 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 金 10:30 らくらくリンパケア血流美人 エミ初田 5月22日
金沢本部教室 金 10:30 いけ花小原流 虹釜豊和 6月5日
金沢本部教室 金 10:30 パンビギナーズ中級 河﨑紀子 6月5日
金沢本部教室 金 10:30 おうちでちょっとごちそう 橋本 登志子 6月12日
金沢本部教室 金 10:30 パンビギナーズ 河﨑紀子 6月26日
金沢本部教室 金 11:15 パソコン＆スマホ 井上真由美 6月5日
金沢本部教室 金 13:00 水彩画・色えんぴつ画 南俊一 5月22日
金沢本部教室 金 13:00 大人のぬり絵 南俊一 5月22日
金沢本部教室 金 13:00 大人のキーボード金昼 原裕子 6月5日
金沢本部教室 金 13:00 いけ花草月流金昼 西野芳流 6月5日
金沢本部教室 金 13:00 小唄と三味線金昼 篠登喜 6月5日
金沢本部教室 金 13:00 クラシックの名曲を歌おう 近藤洋平 6月12日
金沢本部教室 金 13:00 日本人形・木目込人形金昼 都筑紀子 6月12日
金沢本部教室 金 13:00 和裁入門第2・4金昼 井表登喜美 6月12日
金沢本部教室 金 13:00 パッチワークキルト 呉山裕子 7月3日
金沢本部教室 金 13:00 西房浩二の透明水彩画中級 西房浩二 7月10日
金沢本部教室 金 13:00 オカリナ金昼 小山佳純 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 金 13:00 創作押し花 葛葉タカ 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 金 13:30 基礎を学ぶ油絵金昼 林　可耕 6月5日
金沢本部教室 金 13:30 横笛藤舎流初級・中級金昼 藤舎眞衣 6月19日
金沢本部教室 金 13:45 カリグラフィー入門 中川理恵 6月12日
金沢本部教室 金 14:00 バレエ・エクササイズ 藤堂　栞 6月5日
金沢本部教室 金 14:00 村田彦二の無峰流 村田彦二 6月5日
金沢本部教室 金 14:00 基礎から学ぶデッサン 大丸　七代 6月5日
金沢本部教室 金 15:00 ボイストレーニング＆歌謡教室第2金夕 近藤洋平 6月12日
金沢本部教室 金 15:00 百徳キルト・古裂でおもしろパッチワーク 呉山裕子 7月3日
金沢本部教室 金 15:00 【60分】はじめてのオカリナ 小山佳純 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 金 15:30 西房浩二のデッサンから油絵まで 西房浩二 7月10日
金沢本部教室 金 16:30 【個人】ドラムを叩こう 木村　朱里 6月12日
金沢本部教室 金 18:00 きもの着付け入門金夜 岡部瞳 5月22日
金沢本部教室 金 18:00 はじめての胡弓 倉本由美子 6月12日



金沢本部教室 金 18:00 横笛藤舎流初級・中級金夜 藤舎眞衣 6月19日
金沢本部教室 金 18:00 茶道宗和流金夜 髙川　宗順 7月3日
金沢本部教室 金 18:30 はじめての洋画 早崎和代 6月5日
金沢本部教室 金 18:30 【月謝】はじめての琉球舞踊 島尻ひさみ 7月3日
金沢本部教室 金 19:00 料理ビギナーズ 酒井香 6月5日
金沢本部教室 金 19:00 ワイン講座ブドウ品種を知る 辻健一 6月5日
金沢本部教室 金 20:15 お仕事帰りのベリーダンス Vicky 6月5日
金沢本部教室 金 20:30 大人のためのバク転・体操教室 輪島貴史 6月5日
金沢本部教室 土 9:00 【個人】お子さまから大人までヴァイオリンレッスン3 大村一恵 6月13日
金沢本部教室 土 9:30 曼荼羅を描く ダルマ・ラマ 6月13日
金沢本部教室 土 9:30 アナウンサー養成講座初級 伴野あやか 6月13日
金沢本部教室 土 10:00 フラワーサロン・ミキ 5月23日
金沢本部教室 土 10:00 土曜絵画土朝 南俊一 5月23日
金沢本部教室 土 10:00 太極拳土朝 岡田弘子 6月6日
金沢本部教室 土 10:00 茶道表千家土朝 早瀬宗和 6月6日
金沢本部教室 土 10:00 書道 多川 昇玉 6月6日
金沢本部教室 土 10:00 茶道表千家第2・4土朝 早瀬宗和 6月13日
金沢本部教室 土 10:00 書道（月1クラス） 多川 昇玉 6月13日
金沢本部教室 土 10:00 四季を彩るステンドグラス入門 辺本良治 6月20日
金沢本部教室 土 10:00 香道に親しむ土朝 川村節子 6月20日
金沢本部教室 土 10:00 3歳から習えるこども日舞 藤間春日 9月予定
金沢本部教室 土 10:00 丹羽俊夫のこども美術学校 丹羽俊夫 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 土 10:30 ウォーキングレッスン土曜朝 山本敬子 5月23日
金沢本部教室 土 10:30 ハンギングバスケット試験対策講座 福塚　理恵 6月13日
金沢本部教室 土 10:30 フルーツカービング入門コース 高阪範子 6月27日
金沢本部教室 土 10:45 童謡・唱歌を歌おう土曜 太郎田真理 7月18日
金沢本部教室 土 10:50 講武館健康のための空手教室 山本祐子 6月6日
金沢本部教室 土 11:15 アナウンサー養成講座中級 伴野あやか 6月13日
金沢本部教室 土 12:30 岸祐子プロのゴルフレッスン土12：30～ 岸　祐子 6月6日
金沢本部教室 土 13:00 いけ花嵯峨御流土 河崎幸子（幸甫） 6月6日
金沢本部教室 土 13:00 面を打つ 寺島道子 6月6日
金沢本部教室 土 13:00 季節を楽しむ煎茶教室(松月流)土昼 久世紀翠 6月13日
金沢本部教室 土 13:00 シャンソンとカンツォーネ 薔薇美子 6月27日
金沢本部教室 土 13:00 加賀藩の名刀を語る 丹羽俊夫 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 土 13:30 日本舞踊泉流土昼 泉幸志 6月6日
金沢本部教室 土 13:30 カワイ体育教室 丸谷治子 6月13日
金沢本部教室 土 13:30 加賀友禅 山下智久 6月13日
金沢本部教室 土 13:30 癒やしの寄せ植え 福塚　理恵 6月13日
金沢本部教室 土 13:30 日本画土昼 平木孝志 6月13日
金沢本部教室 土 13:30 人をつなげる絵手紙 示野寛子 6月13日
金沢本部教室 土 13:30 人物を魅力的に描く 本山二郎 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 土 14:00 楽しく学ぼう日本の歴史 荒金博美 6月27日
金沢本部教室 土 14:00 VEROのイタリア家庭料理 高畠清美 7月11日
金沢本部教室 土 14:20 【個人】クラリネット第4土夕 原　裕子 6月27日
金沢本部教室 土 14:20 【個人】クラリネット第2・4土夕 原　裕子 6月27日
金沢本部教室 土 14:30 三藤観映の書を楽しむ土昼 三藤観映 未定（決定次第ご案内します）

金沢本部教室 土 15:30 茶の湯文化と古美術を１０倍楽しむ 高辻 時長 6月20日
金沢本部教室 土 16:00 世界の名曲を歌おう 串田淑子 6月13日



金沢本部教室 土 17:00 はじめての日本舞踊（宗家藤間流） 藤間勘菊 6月6日
金沢本部教室 土 18:00 空手道土夜 向幸作 6月13日
金沢本部教室 土 18:00 YOSAKOIソーラン日本海 西野彩子 6月6日
金沢本部教室 土 19:00 フラメンコ初級土夜 中川恵子 6月6日
金沢本部教室 火・木・土 18:30 日本語教師養成講座 各講師 6月2日
金沢本部教室 10:00 陶芸フリーコース 野中彩、戸出旬彦 6月3日
外国語カレッジ 月 10:00 韓国料理月10：00 李  恩庚 6月22日
外国語カレッジ 月 13:00 シニア英会話月13:00 ニコラ  ジノビッチ 6月1日
外国語カレッジ 月 13:40 中国語会話中級月13:40 陳  万飛 6月1日
外国語カレッジ 月 18:45 フランス語会話中級月18:45 ロイック 6月1日
外国語カレッジ 月 19:00 STAGE5月19:00 ケリー  マンウェル 6月1日
外国語カレッジ 月 19:00 ロシア語会話上級月19:00 セルゲイ 未定（決定次第ご案内します）

外国語カレッジ 月 19:45 フランス語会話上級月19:45 ロイック 6月1日
外国語カレッジ 月 20:00 STAGE6月20:00 ケリー  マンウェル 6月1日
外国語カレッジ 月 20:00 ロシア語会話中級月20:00 セルゲイ 未定（決定次第ご案内します）

外国語カレッジ 火 10:00 STAGE4火10:00 ケリー  マンウェル 6月2日
外国語カレッジ 火 11:00 STAGE3火11:00 吉田  カレン 6月2日
外国語カレッジ 火 11:00 STAGE5火11:00 ケリー  マンウェル 6月2日
外国語カレッジ 火 11:00 フランス語会話入門火11:00 ミシェロ  クリストフ 6月2日
外国語カレッジ 火 13:30 フランス語会話初級火13:30 ミシェロ  クリストフ 6月2日
外国語カレッジ 火 19:00 STAGE6火19:00 ニコラ  ジノビッチ 6月2日
外国語カレッジ 火 19:00 韓国語会話初級火19:00 宋  有宰 6月2日（5月中はオンライン講座を実施）

外国語カレッジ 火 19:00 STAGE1火19:00 中越  恵子 6月3日（5月中はオンライン講座を実施）

外国語カレッジ 火 20:00 韓国語会話初級火20:00 宋  有宰 6月2日
外国語カレッジ 水 10:00 韓国語会話初級水10:00 金  世珍 6月3日
外国語カレッジ 水 10:00 STAGE4水10:00 吉田  カレン 6月3日（5月中はオンライン講座を実施）

外国語カレッジ 水 11:00 STAGE2水11:00 中越  恵子 6月3日
外国語カレッジ 水 11:00 ディスカッション水11:00 吉田  カレン 6月3日
外国語カレッジ 水 19:00 STAGE4水19:00 ライアン  スタンデージ 6月3日
外国語カレッジ 水 19:00 接客英会話水19：00 中越  恵子 6月3日
外国語カレッジ 水 19:00 フランス語会話基礎水19：00 ロイック 6月3日
外国語カレッジ 水 19:00 はじめてのフランス語水19：00 竹浪  杏里 6月3日
外国語カレッジ 水 19:00 スペイン語会話初級水19:00 雄谷ソニア啓子 6月3日
外国語カレッジ 水 20:00 STAGE3水20:00 ライアン  スタンデージ 6月3日
外国語カレッジ 水 20:00 フランス語会話初級水20：00 ロイック 6月3日
外国語カレッジ 水 20:00 スペイン語会話上級水20:00 雄谷ソニア啓子 6月3日
外国語カレッジ 水 20:00 イタリア語会話中級水20:00 森  道子 6月3日
外国語カレッジ 木 10:00 60歳からの英会話木10:00 堀内  久美子 6月4日
外国語カレッジ 木 11:00 STAGE6木11:00 ケネス 6月4日
外国語カレッジ 木 11:00 フランス語会話初級木11:00 ロイック 6月4日
外国語カレッジ 木 11:15 やさしい英会話木11:15 中村  尚樹 6月4日
外国語カレッジ 木 13:00 フランス語会話中級木13:00 ロイック 6月4日
外国語カレッジ 木 13:00 イタリア語会話初級木13:00 五十嵐  竹實 6月4日
外国語カレッジ 木 14:00 フランス語会話上級木14:00 ロイック 6月4日
外国語カレッジ 木 14:00 イタリア語会話上級木14:00 五十嵐  竹實 6月4日
外国語カレッジ 木 15:15 フランス語でフリートーク第1・3木15:15 ロイック 6月4日
外国語カレッジ 木 18:00 ジュニア英会話木1800 グレン  ブラッドショー 6月4日
外国語カレッジ 木 18:00 スペイン語会話基礎木19:00 杉田  美保子 6月4日



外国語カレッジ 木 19:00 STAGE3木19:00 グレン  ブラッドショー 6月4日
外国語カレッジ 木 19:00 中国語会話初級木19:00 陳  万飛 6月4日
外国語カレッジ 木 19:00 スペイン語会話初級木19:00 杉田  美保子 6月4日
外国語カレッジ 木 20:00 中国語会話上級木20:00 陳  万飛 6月4日
外国語カレッジ 木 20:00 スペイン語会話初級木20:00 杉田  美保子 6月4日
外国語カレッジ 金 10:00 映画でかんたん英会話金10:00 桑島  かをる 6月5日
外国語カレッジ 金 10:00 やさしい英会話金10：00 吉田  カレン 6月5日
外国語カレッジ 金 10:00 韓国語会話基礎金11:00 金  世珍 6月5日
外国語カレッジ 金 11:00 STAGE5金11:00 吉田  カレン 6月5日
外国語カレッジ 金 11:00 【ＳＰ】英会話セミプライベート金11:00 ケリー  マンウェル 6月5日
外国語カレッジ 金 11:00 韓国語会話初級金11:00 金  世珍 6月5日
外国語カレッジ 土 10:00 フランス語会話基礎土10：00 ロイック 6月13日
外国語カレッジ 土 10:00 【P】インドネシア語プライベート土10：00 ヒクマ 6月13日
外国語カレッジ 土 10:00 金沢英語ガイド講座 中越  恵子 未定（決定次第ご案内します）

外国語カレッジ 土 11:00 フランス語会話初級土11：00 ロイック 6月13日
外国語カレッジ 土 12:00 STAGE5土12:00 ジョン  ディフェンディーニ 6月13日
外国語カレッジ 土 13:00 【Ｐ】英会話プライベート土13：00 ジョン  ディフェンディーニ 6月13日
外国語カレッジ 土 13:30 フランス語カフェ土13：30 ロイック 6月13日
外国語カレッジ 土 14:00 チャットタイム ジョン  ディフェンディーニ 6月13日
外国語カレッジ 土 16:00 英検準１級対策講座土16:00 北島  俊昭 6月6日
外国語カレッジ 土 17:00 英検準１級対策講座土17:00 北島  俊昭 6月6日
香林坊ラモーダスタジオ 月 10:30 ラモアロマとヨガ月朝 山岸香織 6月1日
香林坊ラモーダスタジオ 月 15:00 ヴァイオリン個人レッスン第2・4月 大村一恵 6月8日
香林坊ラモーダスタジオ 月 19:30 健康和太鼓月夜 地下　朱美 5月25日
香林坊ラモーダスタジオ 火 10:30 社交ダンス 東浩明 6月2日
香林坊ラモーダスタジオ 火 10:30 はじめてのフラ 竹澤佐江子 6月9日
香林坊ラモーダスタジオ 火 13:00 金沢コーラス 犀川　裕紀 6月2日
香林坊ラモーダスタジオ 火 19:00 はじめて安心ヨガ火19:00～ 能村　智子 6月2日
香林坊ラモーダスタジオ 火 20:00 むくみ・冷え改善ヨガ20:00～ 能村　智子 6月2日
香林坊ラモーダスタジオ 水 10:30 女性の健康和太鼓水 地下　朱美 5月27日
香林坊ラモーダスタジオ 水 10:30 ウクレレで幸せハワイアン 藤本　美和 6月3日
香林坊ラモーダスタジオ 水 13:30 古典フラ中級2・4水13:30～ セツコ　カマエフイカハア 5月27日
香林坊ラモーダスタジオ 水 14:00 憧れのジャズボーカル 大黒　友理 6月3日
香林坊ラモーダスタジオ 水 15:30 憧れのジャズボーカル15：30 大黒　友理 6月3日
香林坊ラモーダスタジオ 水 17:15 こどもボイスレッスン 油野　美絵 6月17日
香林坊ラモーダスタジオ 水 17:20 ジュニアジャズダンス 堀　裕子 6月10日
香林坊ラモーダスタジオ 水 19:00 美尻＆美脚レッスン 松本かおり 5月27日
香林坊ラモーダスタジオ 水 20:10 ヤムナボディローリング RYOKO 5月27日
香林坊ラモーダスタジオ 木 0:00 古典フラベーシック昼・夜 セツコ　カマエフイカハア 6月3日
香林坊ラモーダスタジオ 木 13:10 リラックス気功 林昭彦 6月4日
香林坊ラモーダスタジオ 木 14:30 ゴスペルを歌おう 中田　理恵子 7月9日
香林坊ラモーダスタジオ 木 19:00 魅惑のベリーダンス 千都　マリア 7月9日
香林坊ラモーダスタジオ 木 19:10 ストリートJAZZDANCE入門 ＭＡＩ 6月4日
香林坊ラモーダスタジオ 金 10:00 バレエフロアバレエ第1・2・3 中村香耶 6月5日
香林坊ラモーダスタジオ 金 10:30 ジャズダンス金10:30～ 有季　遙 6月5日
香林坊ラモーダスタジオ 金 12:15 はじめてのジャズダンス金12:15～ 有季　遙 6月12日
香林坊ラモーダスタジオ 金 13:30 はじめての朗読 高輪　眞知子 6月5日
香林坊ラモーダスタジオ 金 15:00 シニアボイストレーニング 中田　理恵子 7月10日



香林坊ラモーダスタジオ 金 15:30 はじめての朗読② 高輪　眞知子 6月5日
香林坊ラモーダスタジオ 金 19:30 FUNKヒップホップ Funky-NANA 6月5日
香林坊ラモーダスタジオ 土 17:00 はじめてのベリーダンス Vicky 6月6日


	金沢本部

