
講座対象 開催曜日 開始時間 講座名漢字 講師名 再開日

 アークオアシスデザイン 日 10:30 　ペン字からはじめる生活書道 中川　琴鈴 6月7日

 アークオアシスデザイン 日 10:30 　子ども書道＆鉛筆 中川琴鈴 6月7日

 アークオアシスデザイン 日 11:30 　プログラミング　日曜午前 宮川　剛 6月28日

 アークオアシスデザイン 日 13:00 　クラフトテープ手芸 ロダップTOKO 6月14日

 アークオアシスデザイン 日 14:00 　プログラミング教室 宮川　剛 6月28日

 アークオアシスデザイン 日 14:30 　クラフトテープ手芸　14：30～ ロダップTOKO 6月14日

 アークオアシスデザイン 月 9:30 　はじめてのウクレレ 藤本美和 6月8日

 アークオアシスデザイン 月 10:00 　かんたん絵手紙入門 竺美那子 6月22日

 アークオアシスデザイン 月 10:00 　魅惑の天然石＆ビーズ 西　めぐみ 6月15日

 アークオアシスデザイン 月 10:00 　カルトナージュ 前田　晴美 6月15日

 アークオアシスデザイン 月 13:00 　中高年のためのキーボード 山田なおみ 6月8日

 アークオアシスデザイン 月 13:00 　感動する水彩画 岡本　正一 6月1日

 アークオアシスデザイン 月 14:30 　キーボード個人レッスン 山田なおみ 6月8日

 アークオアシスデザイン 月 15:00 　やさしい手編み・羊毛フェルト ナカムラ　カズヨ 6月22日

 アークオアシスデザイン 月 16:30 　子ども絵画・造形アート 若松由利子 6月1日

 アークオアシスデザイン 月 18:30 　はじめての篆刻入門 中田聡山 6月1日

 アークオアシスデザイン 火 9:30 　レザークラフト 高岩陽子 6月16日

 アークオアシスデザイン 火 9:30 　万華鏡づくり よしだ　りえこ 6月9日

 アークオアシスデザイン 火 10:00 　楽しいパステルアート 長谷川彰子 6月23日

 アークオアシスデザイン 火 12:00 　初心者向けレザークラフト 高岩　陽子 6月16日

 アークオアシスデザイン 火 13:00 　初心者のための木彫 浦　喜美枝 6月16日

 アークオアシスデザイン 火 13:00 　誰でも吹けるオカリナ超入門 佐々木ひとみ 6月9日

 アークオアシスデザイン 火 14:00 　初心者向けレザークラフト14時 高岩　陽子 6月16日

 アークオアシスデザイン 水 10:00 　初めてのクレイアート mikiko 7月8日

 アークオアシスデザイン 水 13:30 　押し花アート教室 村本可折 6月17日

 アークオアシスデザイン 水 13:30 　癒しの寄せ植え 福塚理恵 6月3日

 アークオアシスデザイン 水 17:30 　二胡・個人レッスン 金子　桂子 6月10日



 アークオアシスデザイン 木 9:30 　仏像を彫る 森下廣前 6月18日

 アークオアシスデザイン 木 9:30 　金沢水引～暦を楽しむ～木曜クラス 平田奈々 6月4日

 アークオアシスデザイン 木 10:00 　彩りパッチワークで小物づくり 当間　知恵子 未定

 アークオアシスデザイン 木 13:00 　プリザーブドフラワー入門 吉井　圭香 6月25日

 アークオアシスデザイン 木 13:00 　気軽に水墨画 能村　静代 6月11日

 アークオアシスデザイン 木 13:00 　絵画・水彩入門 中井喜美子 6月4日

 アークオアシスデザイン 木 13:30 　フラワーデザイン 村田弘美 6月11日

 アークオアシスデザイン 木 16:30 　韓国語入門 李　恩庚 6月4日

 アークオアシスデザイン 木 17:00 　こども絵画スクール 北川由希恵 6月11日

 アークオアシスデザイン 木 18:30 　タロットリーディング 福明　珠澄 6月18日

 アークオアシスデザイン 金 9:30 　籐を編む 松井　節子 6月26日

 アークオアシスデザイン 金 9:30 　パンフラワー 見定　小恵子 6月5日

 アークオアシスデザイン 金 10:00 　美文字入門 中川琴鈴 6月12日

 アークオアシスデザイン 金 13:00 　かぎ針編み ナカムラ　カズヨ 6月26日

 アークオアシスデザイン 金 13:00 　オーブン粘土クラフト ふくみ　ようこ 6月19日

 アークオアシスデザイン 金 13:00 　癒しの香りスパイスクラフト 山岸　晴美 6月12日

 アークオアシスデザイン 金 13:30 　墨で楽しむ絵手紙 山下邦子 6月12日

 アークオアシスデザイン 金 13:30 　金沢水引～暦を楽しむ～金曜クラス 平田奈々 6月5日

 アークオアシスデザイン 土 10:00 　大人書道 安田　澄花 5月30日

 アークオアシスデザイン 土 10:00 　子ども書道 安田澄花 5月30日

 アークオアシスデザイン 土 12:30 　金沢水引～暦を楽しむ～土曜クラス 平田　奈々 6月6日

 アピタ金沢店（中村町） 日 9:45 　初めての尺八（個人レッスン） 徳野　梁山 6月7日

 アピタ金沢店（中村町） 日 17:00 　六反田英一の水彩画・油絵・デッサン 六反田　英一 6月7日

 アピタ金沢店（中村町） 月 10:00 　美文字入門・生活書道 中川琴鈴 6月8日

 アピタ金沢店（中村町） 月 10:00 　美文字入門・生活書道（筆ペン・ペン） 中川琴鈴 6月1日

 アピタ金沢店（中村町） 月 13:00 　はじめてのウクレレ 藤本　美和 6月22日

 アピタ金沢店（中村町） 月 13:00 　本格手織り 大川　喜代美 6月15日

 アピタ金沢店（中村町） 月 13:00 　初心者のための手編み 大川　喜代美 6月8日



 アピタ金沢店（中村町） 月 13:00 　手編み 大川　喜代美 6月8日

 アピタ金沢店（中村町） 月 13:30 　昭和の名曲を歌おう 角海　郁子 未定

 アピタ金沢店（中村町） 月 15:00 　トランペット個人レッスン 藤本　美和 6月22日

 アピタ金沢店（中村町） 月 18:00 　ちょっとお洒落にポーセラーツ 萩野　りか　 6月8日

 アピタ金沢店（中村町） 月 18:30 　気軽に水墨画 高畠　紫香　 6月22日

 アピタ金沢店（中村町） 月 18:30 　気軽にはじめる油絵 江守　マリ子 6月1日

 アピタ金沢店（中村町） 火 9:45 　俳句に親しむ 大橋　美代子 6月9日

 アピタ金沢店（中村町） 火 10:00 　誰でもできるパッチワークキルト 徳田　外喜子 6月23日

 アピタ金沢店（中村町） 火 13:00 　はじめてのスマホ＆タブレット 南賀子 6月2日

 アピタ金沢店（中村町） 火 16:00 　大河流新舞踊部門 大河　寛久美 6月2日

 アピタ金沢店（中村町） 火 19:00 　フルート個人レッスン（45分） 多田　由実子 6月9日

 アピタ金沢店（中村町） 火 19:30 　はじめてのヨガ～ビンヤサ・フロー～ ＲＹＯＫＯ 6月2日

 アピタ金沢店（中村町） 水 9:30 　自分でできる！さとう式リンパケア 堀内　しずえ 6月3日

 アピタ金沢店（中村町） 水 10:00 　クラフトテープ手芸 ロダップTOKO 6月17日

 アピタ金沢店（中村町） 水 10:30 　ブリージングストレッチ～呼吸で人生をストレッチ～ 本　知香 6月10日

 アピタ金沢店（中村町） 水 13:00 　～つると和紙でつくる世界に一つだけ～和紙あかり～ 岡崎　春代 6月24日

 アピタ金沢店（中村町） 水 13:30 　はじめての水彩画～色えんぴつ・パステル画 小池　優 6月10日

 アピタ金沢店（中村町） 水 13:30 　金沢水引～暦を楽しむ～ 平田奈々 6月3日

 アピタ金沢店（中村町） 水 16:00 　ヴァイオリン（個人30分） 高田　愛子 6月3日

 アピタ金沢店（中村町） 水 19:15 　ウクレレ入門 にっしぃ 7月22日

 アピタ金沢店（中村町） 水 19:15 　たのしい太極拳 黒崎　増子 6月3日

 アピタ金沢店（中村町） 木 10:00 　加賀染め 中村　高雲　 6月25日

 アピタ金沢店（中村町） 木 10:00 　はじめての羊毛フェルト ナカムラ　カズヨ 6月11日

 アピタ金沢店（中村町） 木 10:00 　やさしい手編みレッスン ナカムラ　カズヨ 6月11日

 アピタ金沢店（中村町） 木 13:00 　人をつなげる絵手紙 示野寛子 6月25日

 アピタ金沢店（中村町） 木 14:00 　演歌ギターグループ 音　弦也 7月2日

 アピタ金沢店（中村町） 木 18:00 　津軽三味線・個人レッスン 一川　宏花 6月11日

 アピタ金沢店（中村町） 金 10:00 　誰でも吹けるオカリナ入門 角海　郁子 未定



 アピタ金沢店（中村町） 金 12:30 　中高年のためのキーボード 山田　なおみ 6月5日

 アピタ金沢店（中村町） 金 13:00 　アロマヨガ 和田森　公子 6月12日

 アピタ金沢店（中村町） 金 14:30 　西洋占星術～星占いの本格版～ 月山　ルビィ子　 6月26日

 アピタ金沢店（中村町） 金 18:00 　二胡を弾こう（個人） 李　彩霞 6月5日

 アピタ金沢店（中村町） 金 19:30 　二胡を弾こう 李　彩霞 6月5日

 アピタ金沢店（中村町） 土 10:00 　和布キルト 笠松　ゆり　 7月25日

 アピタ金沢店（中村町） 土 10:00 　シニアのパソコン教室 織田　綾子 6月20日

 アピタ金沢店（中村町） 土 13:30 　大人書道 安田澄花 5月30日

 アピタ金沢店（中村町） 土 13:30 　子ども書道 安田澄花 5月30日

 アピタ金沢店（中村町） 土 14:00 　籐を編む 小澤　明子　　　 6月27日

 アピタ金沢店（中村町） 土 15:30 　リラックスヨガ ＳＡＫＵＲＡ 6月6日

 アピタ金沢店（中村町） 土 17:30 　子ども日舞 泉　幸志 6月13日

 イオン駅西本町 日 10:30 　ジュニア書道 橋本　松雨 6月14日

 イオン駅西本町 日 10:30 　二胡を弾こう 李　彩霞 6月7日

 イオン駅西本町 日 13:00 　クラフトテープ入門 ロダップTOKO 6月7日

 イオン駅西本町 日 13:30 　はじめてのかぎ針編み 宮前由紀乃 6月14日

 イオン駅西本町 月 10:10 　かな書入門 増川　雪子 6月15日

 イオン駅西本町 月 10:30 　彩りパッチワーク 当間　知恵子 未定

 イオン駅西本町 月 10:30 　「ヘタでいい　ヘタがいい」絵手紙入門 山下　邦子 6月15日

 イオン駅西本町 月 13:30 　フラワーデザイン 井上　久美 6月22日

 イオン駅西本町 月 13:30 　初心者のための木彫　 浦　喜美枝 6月8日

 イオン駅西本町 月 19:00 　きものの着装と礼法教室 淺川　和子 6月1日

 イオン駅西本町 火 10:30 　初心者向けマジック教室 冴木　ゆう 6月2日

 イオン駅西本町 火 13:30 　エンジョイ・フラダンス 中浜　直美 6月9日

 イオン駅西本町 火 18:20 　ジュニアモダンバレエ　児童 藤堂栞 6月2日

 イオン駅西本町 火 19:30 　エンジョイフラ 中浜直美 6月9日

 イオン駅西本町 水 10:15 　社交ダンス 宮崎　英臣 6月10日

 イオン駅西本町 水 13:00 　パンフラワー 高井　エリ美 6月24日



 イオン駅西本町 水 13:30 　肩こり・腰痛 すっきりストレッチ　第3水　1月 伊徳　栄子 7月15日

 イオン駅西本町 水 16:45 　カワイ体育教室　幼児 カワイ体育教室専任スタッフ 6月3日

 イオン駅西本町 水 17:45 　カワイ体育教室　児童 カワイ体育教室専任スタッフ 6月3日

 イオン駅西本町 木 10:00 　絵手紙を楽しむ 南　俊一 6月4日

 イオン駅西本町 木 10:30 　昭和の名曲を歌おう 山岸　エミ 6月11日

 イオン駅西本町 木 14:30 　中高年から始めるやさしいピアノ 山田　なおみ 6月4日

 イオン駅西本町 木 15:00 　中高年キーボード 佐々木　ひとみ 6月11日

 イオン駅西本町 木 17:00 　ジュニアキーボード 佐々木　ひとみ 6月11日

 イオン駅西本町 木 17:00 　こども絵画スクール 北川　由希恵 6月4日

 イオン駅西本町 金 10:30 　誰でも吹けるオカリナ超入門 佐々木　ひとみ 6月12日

 イオン駅西本町 金 10:30 　自力整体～暮らしに元気を！～ 田中　朱子 6月5日

 イオン駅西本町 金 13:30 　吉川ゆきのり・あったかいカラオケ 吉川　ゆきのり 7月3日

 イオン駅西本町 金 13:30 　本格手織り 大川　喜代美 6月12日

 イオン駅西本町 金 19:00 　学研ロボット＆プログラミング 小川　佳代 6月12日

 イオン駅西本町 金 20:00 　挫折しないギター入門 小西　大輔 6月5日

 イオン駅西本町 土 10:15 　初心者向けレザークラフト MITSUI 6月27日

 イオン駅西本町 土 10:15 　らくらく筆ペン 林　玲泉 6月20日

 イオン駅西本町 土 10:30 　自分でできる！さとう式リンパケア 賀加龍功 6月13日

 イオン駅西本町 土 13:15 　消しゴムはんこPM 川治　伴江 5月30日

 イオン駅西本町 土 13:30 　気軽にカラオケ 藍　れい子 6月13日

 イオン駅西本町 土 15:30 　水彩画入門 横江　昌人 6月27日

 イオン駅西本町 土 16:00 　若林美智子の胡弓入門 若林　美智子 6月6日

 イオン駅西本町 土 20:00 　美・宝塚式ストレッチバレエ 泉　つかさ 6月6日

 イオン金沢店（福久） 日 10:30 　ペン字からはじめる生活書道 中川　琴鈴 6月14日

 イオン金沢店（福久） 日 10:30 　子ども書道＆鉛筆 中川　琴鈴 6月14日

 イオン金沢店（福久） 日 13:00 　本格手織り 大川　喜代美 6月14日

 イオン金沢店（福久） 月 9:30 　韓国語中級 李　恩庚 6月1日

 イオン金沢店（福久） 月 10:00 　クセ字解消！筆ペン・ペン字教室 佐藤　幽愛 6月15日



 イオン金沢店（福久） 月 10:15 　大正琴を楽しむ　第1・3月朝 小山　佳純 未定

 イオン金沢店（福久） 月 10:30 　韓国語入門 李 恩庚 6月1日

 イオン金沢店（福久） 月 13:00 　気軽にオカリナ演奏　第1・3月曜 小山　佳純 未定

 イオン金沢店（福久） 月 13:30 　はじめてのウクレレ 藤本　美和 6月8日

 イオン金沢店（福久） 月 16:30 　ジュニアギター（個人レッスン） 宮岸　慈侊 7月6日

 イオン金沢店（福久） 月 16:30 　アコースティックギター（個人レッスン） 宮岸　慈侊 7月6日

 イオン金沢店（福久） 月 19:00 　中高年のためのキーボード　月曜夜 山田　なおみ 6月8日

 イオン金沢店（福久） 火 10:30 　水引あそび 安部　裕子 6月23日

 イオン金沢店（福久） 火 12:30 　油絵・水彩を楽しむ 益子　佳苗 6月9日

 イオン金沢店（福久） 火 13:00 　和布キルト　火曜 笠松　ゆり　 7月21日

 イオン金沢店（福久） 火 13:30 　基礎から洋裁＆リメイクで服づくり 寺山　昌子 6月2日

 イオン金沢店（福久） 火 15:30 　たのしい風水と占い 山本　黄雲 6月16日

 イオン金沢店（福久） 火 19:00 　マルちゃんの話し方教室 丸一　都美 6月2日

 イオン金沢店（福久） 水 10:15 　レベルアップ社交ダンス 宮崎　英臣 6月3日

 イオン金沢店（福久） 水 13:30 　健康太極拳 卜部　英克 7月16日

 イオン金沢店（福久） 水 13:30 　はじめての洋裁 堀　惠美子 6月17日

 イオン金沢店（福久） 水 13:30 　健康麻雀（初心者） 梶谷　研一 6月3日

 イオン金沢店（福久） 水 17:45 　ジュニア合気道 寺井　和弘 6月3日

 イオン金沢店（福久） 木 9:30 　加賀刺繍 河村　淑子 6月11日

 イオン金沢店（福久） 木 10:00 　クラフトテープ手芸 ロダップTOKO 6月18日

 イオン金沢店（福久） 木 10:00 　癒やしの寄せ植え 福塚　理恵 6月4日

 イオン金沢店（福久） 木 10:00 　中高年のためのキーボード 山田　なおみ 6月4日

 イオン金沢店（福久） 木 11:00 　エンジョイフラ 中浜直美 6月11日

 イオン金沢店（福久） 木 12:30 　和布キルト　木曜 笠松　ゆり 7月9日

 イオン金沢店（福久） 木 13:00 　初めてパソコン 宮川　剛 6月4日

 イオン金沢店（福久） 木 15:00 　はじめての油絵・アクリル画・水彩画 法邑　利博 6月11日

 イオン金沢店（福久） 木 16:30 　はじめてのモダンバレエ（幼児～低学年） 藤堂　栞 6月4日

 イオン金沢店（福久） 木 17:00 　子ども絵画教室 法邑　利博 6月11日



 イオン金沢店（福久） 木 17:30 　はじめてのモダンバレエ（小学校高学年） 藤堂　栞 6月4日

 イオン金沢店（福久） 木 19:00 　はじめてのヨガ～ビンヤサ・フロー～ ＲＹＯＫＯ 6月4日

 イオン金沢店（福久） 木 19:15 　ジュニアキーボード 山田　なおみ 6月8日

 イオン金沢店（福久） 木 19:30 　書道 中川　琴鈴 6月11日

 イオン金沢店（福久） 金 9:45 　はじめてのオカリナ　第1・3金曜 小山　佳純 未定

 イオン金沢店（福久） 金 10:00 　初心者のための手編み 大川　喜代美 6月12日

 イオン金沢店（福久） 金 11:00 　シニア英会話 吉野　幸恵 5月29日

 イオン金沢店（福久） 金 13:30 　水彩画～色えんぴつ・パステル画 小池　優 6月5日

 イオン金沢店（福久） 金 13:30 　水彩画～色えんぴつ・パステル画　月2 小池　優 6月5日

 イオン金沢店（福久） 金 15:30 　昭和・平成の名曲を歌おう 近藤　洋平 6月26日

 イオン金沢店（福久） 金 17:30 　カワイ体育教室（小学生） カワイ体育教室専任スタッフ 6月5日

 イオン金沢店（福久） 金 19:00 　はじめての沖縄三線 川原　徹也 6月12日

 イオン金沢店（福久） 金 19:30 　お仕事帰りのプリザーブドフラワー 吉井　圭香 6月12日

 イオン金沢店（福久） 土 9:30 　籐を編む 小澤　明子　　　 6月27日

 イオン金沢店（福久） 土 9:30 　シニアのパソコン教室（文章作成、表計算） 織田　綾子 6月13日

 イオン金沢店（福久） 土 9:30 　こども造形 山岸　康世 6月6日

 イオン金沢店（福久） 土 11:00 　ベリーダンス入門 ｓａｋｉ　 6月6日

 イオン金沢店（福久） 土 13:00 　実用ペン字入門 中山　春嶂 6月6日

 イオン金沢店（福久） 土 13:00 　実用ペン字入門　（月2回） 中山　春嶂 6月6日

 イオン金沢店（福久） 土 13:00 　書道入門 中山　春嶂 6月6日

 イオン金沢店（福久） 土 13:00 　ジュニア書道 中山　春嶂 6月6日

 イオン金沢店（福久） 土 15:30 　ジュニア・ドラム個人レッスン 村本　真祐美 6月13日

 イオン金沢店（福久） 土 17:30 　若林美智子の胡弓入門 若林　美智子 6月6日

 イオン金沢店（福久） 土 18:00 　仏像彫刻 吉川　浩市 未定

 イオン御経塚 日 10:00 　はじめての編物（かぎ針・棒針）【日10：00～】 桐野　糸 6月14日

 イオン御経塚 日 10:00 　子ども絵画 米倉　しおり 6月7日

 イオン御経塚 日 10:30 　アロマ＆クレイセラピー入門 川崎　絵里 6月14日

 イオン御経塚 日 13:00 　はじめてのイタリア語 五十嵐　竹實 6月7日



 イオン御経塚 日 14:05 　はじめてのフランス語 五十嵐　竹實 6月7日

 イオン御経塚 月 10:00 　仏像を彫る 庄田　典正 6月8日

 イオン御経塚 月 10:00 　初めての麻雀　②④月　3月 表 勝正 6月8日

 イオン御経塚 月 10:30 　やさしい太極拳 河井　ちづ子 7月6日

 イオン御経塚 月 13:00 　あなただけの手作りステンドグラス 鵜川　桂子 6月8日

 イオン御経塚 月 13:20 　はじめてのWire Bag（ワイヤーバッグ）教室 前田　晴美 6月15日

 イオン御経塚 月 13:50 　カルトナージュ入門 前田　晴美 6月15日

 イオン御経塚 月 15:30 　学研教室　算数・国語 学研教室指導者 6月1日

 イオン御経塚 月 19:00 　マルちゃんの司会・話し方教室 丸一　都美 6月22日

 イオン御経塚 火 10:00 　和布キルト　④火 笠松　ゆり　 7月28日

 イオン御経塚 火 10:00 　和裁　手ぬいの基礎から上級まで 今西　渉 5月26日

 イオン御経塚 火 10:30 　コリを取り疲れない体を作る　リラックス　リンパケア体操 堀内　しずえ 6月16日

 イオン御経塚 火 10:30 　韓国語入門 李　恩庚 6月2日

 イオン御経塚 火 13:00 　マクラメジュエリー・初級 大崎　辰子 6月23日

 イオン御経塚 火 13:00 　水引で創作を楽しむ 林谷　恵美子 6月16日

 イオン御経塚 火 13:30 　美文字入門/生活書道 中川　琴鈴 6月23日

 イオン御経塚 火 13:30 　レディース麻雀教室 串田　雅行 6月2日

 イオン御経塚 火 14:00 　越中おわら踊り入門 北川　由美子 6月9日

 イオン御経塚 火 18:30 　はじめての筝曲　個人レッスン（30分） 菱村　雅楽和 6月2日

 イオン御経塚 水 10:00 　水彩画～色えんぴつ・パステル画 小池　優 6月3日

 イオン御経塚 水 10:00 　楽しい布花教室 野尻　祐紀子 6月3日

 イオン御経塚 水 10:30 　歌謡曲フラダンス 中浜　直美 6月10日

 イオン御経塚 水 13:30 　基礎からの洋裁＆リメイクで服づくり 寺山　昌子 6月3日

 イオン御経塚 水 14:30 　ノルディック・ポールウォーキング 金丸　和弘 6月10日

 イオン御経塚 水 15:00 　たのしい風水と占い 山本　黄雲 6月17日

 イオン御経塚 水 17:00 　こども書道 辰巳　光風 6月10日

 イオン御経塚 水 19:30 　オカリナ入門 小山　佳純 未定

 イオン御経塚 木 10:15 　じっくり学ぶパソコン教室（セミプライベート） 井上　真由美 6月11日



 イオン御経塚 木 13:00 　二胡を弾こう 李　彩霞 6月4日

 イオン御経塚 木 14:00 　ハーモニカ入門 柘植　文子 6月4日

 イオン御経塚 木 17:45 　気軽にサックス（30分個人レッスン） 山下　美江 6月11日

 イオン御経塚 木 19:00 　ギター個人レッスン（1人30分） 唐木　正広 6月18日

 イオン御経塚 木 19:00 　はじめてのヨガ～ビンヤサ・フロー～ Ryoko 6月11日

 イオン御経塚 木 19:00 　はじめての着物着付け 廣谷　圭子 6月4日

 イオン御経塚 金 10:30 　近藤洋平のボイストレーニング＆歌謡教室 近藤　洋平 6月26日

 イオン御経塚 金 10:30 　「ヘタでいい　ヘタがいい」絵手紙入門 山下　邦子 6月19日

 イオン御経塚 金 12:30 　ピアノ＆キーボード30分個人レッスン 山田　なおみ 6月12日

 イオン御経塚 金 13:00 　大人のピアノ＆キーボード（グループレッスン） 山田　なおみ 6月12日

 イオン御経塚 金 13:30 　はじめての日本刺繍 中山　きよみ 6月5日

 イオン御経塚 金 15:45 　英会話初級 金谷　エミ子 6月5日

 イオン御経塚 金 16:00 　子どもギター個人レッスン（1人30分） 宮岸　慈侊 6月12日

 イオン御経塚 金 16:30 　はじめての香道 林　真 6月19日

 イオン御経塚 金 17:00 　エイミー先生のキッズ英会話（幼児年長～小2） 金谷　えみ子 6月5日

 イオン御経塚 金 19:30 　タロットリーディング 福明　珠澄 6月26日

 イオン御経塚 金 20:00 　初心者向け英会話レッスン 二コラ　ジノビッチ 6月5日

 イオン御経塚 土 10:00 　ジュニア絵画 横江　昌人 6月27日

 イオン御経塚 土 10:00 　平成・昭和の名曲を歌おう 吉田　一美 6月13日

 イオン御経塚 土 10:00 　若林美智子の胡弓入門 若林　美智子 6月6日

 イオン御経塚 土 13:00 　癒やしのパステルシャインアート 矢野　真路 7月18日

 イオン御経塚 土 13:00 　カワイ体育教室（幼児・児童） カワイ体育教室専任スタッフ 6月13日

 イオン御経塚 土 14:00 　ペン字入門　第4土曜 橋本　松雨 6月27日

 イオン御経塚 土 14:00 　ペン字入門　第2・4土曜 橋本　松雨 6月13日

 イオン御経塚 土 14:00 　ペン字入門　第2土曜 橋本　松雨 6月13日

 イオン御経塚 土 14:00 　初心者向けレザークラフト 福岡　喜久夫 6月6日

 イオン御経塚 土 15:30 　フリースタイルダンス（ジュニアクラス） 優香Omichi 6月6日

 イオン御経塚 土 19:30 　ストレッチ＆リズムダンス 荒井　里香 6月6日



 コンフォモール内灘 日 13:00 　子ども書道 佐藤　幽愛 6月14日

 コンフォモール内灘 日 14:00 　まんが・イラスト入門 ひいらぎ　ゆき 6月21日

 コンフォモール内灘 日 14:45 　おとなの書道・ペン字教室 佐藤　幽愛 6月14日

 コンフォモール内灘 月 10:00 　クラフトテープ手芸　第4月 ロダップTOKO 6月22日

 コンフォモール内灘 月 10:00 　加賀水引で創作を楽しむ 林谷　恵美子 6月15日

 コンフォモール内灘 月 10:00 　クラフトテープ手芸　第1月 ロダップTOKO 6月8日

 コンフォモール内灘 月 13:00 　絵画・水彩入門 中井　喜美子 6月22日

 コンフォモール内灘 月 13:45 　シニアのらくらくパソコン 安田　みわ 6月1日

 コンフォモール内灘 月 14:00 　きものの着装と礼法教室 淺川　和子 6月8日

 コンフォモール内灘 月 19:00 　大河流新舞踊 大河　寛久美 6月1日

 コンフォモール内灘 火 10:00 　和布キルト 笠松　ゆり 7月21日

 コンフォモール内灘 火 10:00 　健康麻雀 梶谷　研一 6月9日

 コンフォモール内灘 火 10:15 　かんたんデコパージュ おかだ ひろみ 6月2日

 コンフォモール内灘 火 13:00 　和裁 中黒　恵美子 6月2日

 コンフォモール内灘 火 13:30 　グラスアート＆シルエットアート 米田　敦子 6月23日

 コンフォモール内灘 火 14:00 　タロットリーディング 福明　珠澄 6月16日

 コンフォモール内灘 火 19:00 　ボタニカルキャンドル Miya＆Chikane 未定

 コンフォモール内灘 水 10:00 　水彩・パステル画 間苧谷　嘉孝 6月24日

 コンフォモール内灘 水 10:30 　はじめての切り絵 森田　ゆう子 6月3日

 コンフォモール内灘 水 15:00 　韓国語入門 李　恩庚 6月3日

 コンフォモール内灘 水 20:10 　ヨガ 和田森　公子 6月3日

 コンフォモール内灘 木 11:00 　日本の歌・世界の歌 幅田　満里子 6月11日

 コンフォモール内灘 木 13:00 　はじめてのウクレレ 藤本　美和 6月18日

 コンフォモール内灘 木 13:30 　大人のピアノ＆キーボード（グループレッスン） 山田　なおみ 6月4日

 コンフォモール内灘 木 18:30 　津軽三味線・個人レッスン 一川　宏和 6月11日

 コンフォモール内灘 金 10:00 　気軽なパステルアート 長谷川　彰子 6月12日

 コンフォモール内灘 金 10:30 　生活書道　第4金 中川　琴鈴 6月26日

 コンフォモール内灘 金 10:30 　美文字入門（筆ペン・ペン）第4金朝 中川　琴鈴 6月26日



 コンフォモール内灘 金 10:30 　生活書道　第3金 中川　琴鈴 6月19日

 コンフォモール内灘 金 10:30 　美文字入門（筆ペン・ペン）第3金朝 中川　琴鈴 6月19日

 コンフォモール内灘 金 13:30 　昭和の名曲を歌おう 角海　郁子 未定

 コンフォモール内灘 土 10:00 　水彩から油絵、パステル画 村上　恵子 6月27日

 コンフォモール内灘 土 10:00 　子ども絵画 村上　恵子 6月13日

 コンフォモール内灘 土 13:30 　押し花 村本可折 6月20日

 コンフォモール内灘 土 13:30 　クラフトバンド 丹羽　敬子 6月6日

 コンフォモール内灘 土 14:00 　シニアのパソコン教室（文章作成、表計算） 織田　綾子 6月13日

 コンフォモール内灘 土 16:00 　気軽にカラオケ 藍　れい子 6月13日

 スコール金沢 月 19:00 　マルちゃんの話し方教室 丸一　都美 6月1日

 スコール金沢 月 20:00 　英会話初級 ニコラ　ジノビッチ 6月8日

 スコール金沢 水 20:00 　タロットリーディング 福明　珠澄 6月17日

 スコール金沢 水 20:00 　四柱推命入門 一進 6月10日

 スコール金沢 金 19:00 　スペイン語入門　第2・4金夜 杉田　美保子 6月12日

 ニューアルコ 日 10:00 　シニアヨガ 山本　千絵 6月7日

 ニューアルコ 月 10:00 　ハワイアンキルト　 岡田　美喜 6月8日

 ニューアルコ 月 10:15 　はじめてのウクレレ 藤本　美和 6月15日

 ニューアルコ 月 13:00 　本物そっくりパンフラワー 北村　和子 6月8日

 ニューアルコ 月 14:00 　司恵の歌謡教室 司　恵 6月1日

 ニューアルコ 月 15:00 　チェロ個人レッスン（1人４５分） 伊田　直樹 6月8日

 ニューアルコ 月 16:30 　子供のヴァイオリン個人レッスン 大村 一恵 6月8日

 ニューアルコ 月 17:00 　ジュニア書道教室 宇多　青莎 6月8日

 ニューアルコ 月 18:30 　中国琵琶入門 楊　向 6月1日

 ニューアルコ 火 10:00 　癒やしのパステルシャインアート　第3火（矢野） 矢野　真路　 6月16日

 ニューアルコ 火 10:00 　クラフトバンド入門 大弥　ひとみ 6月2日

 ニューアルコ 火 17:40 　ジュニアのためのピアノ＆キーボード（個別） 原　裕子 6月9日

 ニューアルコ 火 20:00 　リラックスヨガ sacco 6月2日

 ニューアルコ 水 10:00 　昭和・平成の名曲を歌おう 吉田　一美 6月24日



 ニューアルコ 水 13:00 　はじめての和紙ちぎり絵 山下　一恵 7月22日

 ニューアルコ 水 14:00 　やさしいシャンソン 薮内　ようこ 6月10日

 ニューアルコ 水 14:45 　60歳からのパソコン教室 浦　美穂 6月3日

 ニューアルコ 水 15:15 　らくらくパソコン 安田　みわ 5月20日

 ニューアルコ 水 16:00 　スマホ＆タブレット教室 浦　美穂 6月3日

 ニューアルコ 水 17:00 　中国琵琶・個人レッスン 楊　向 6月10日

 ニューアルコ 水 17:00 　キッズパソコン＆プログラミング教室 浦　美穂 6月3日

 ニューアルコ 木 10:00 　太極拳入門 越坂　敦子 6月11日

 ニューアルコ 木 10:00 　水墨画入門 中山　勇 6月4日

 ニューアルコ 木 13:00 　吉川ゆきのり・楽しい歌謡塾 吉川ゆきのり 7月9日

 ニューアルコ 木 13:30 　中高年の筋トレ＆ストレッチ 本　知香 7月2日

 ニューアルコ 木 18:00 　津軽三味線・個人レッスン（お一人30分） 一川　宏花 6月1日

 ニューアルコ 金 10:30 　美文字入門 辰巳　光風 6月12日

 ニューアルコ 金 13:00 　フランス語初級 五十嵐　竹實 6月12日

 ニューアルコ 金 14:00 　二胡を弾こう　グループレッスン 李　彩霞 6月12日

 ニューアルコ 金 19:00 　二胡を弾こう　個人 李　彩霞 6月12日

 ニューアルコ 金 19:15 　はじめての篆刻 北野　河聲 6月26日

 ニューアルコ 土 10:00 　仏像を彫る 庄田　典正 6月6日

 ニューアルコ 土 10:30 　楽しく学ぼう日本の歴史 荒金　博美 6月27日

 ニューアルコ 土 13:30 　はじめての水彩画・油絵・デッサン 嵐　直勝 6月13日

 ニューアルコ 土 15:45 　ジュニアクラリネット個人レッスン（45分） 原　裕子 6月13日

 ニューアルコ 土 16:00 　テーブル煎茶 廣谷　華圭 6月6日

 ニューアルコ 土 19:00 　はじめての着物着付け 廣谷　圭子 6月6日

 金沢福祉専門学校 月 10:00 　英会話中級10時 吉野　幸恵 6月1日

 金沢福祉専門学校 月 11:00 　英会話初級11時 吉野　幸恵 6月1日

 金沢福祉専門学校 火 10:00 　スペイン語入門 杉田　美保子 6月9日

 金沢福祉専門学校 火 13:00 　シニアのためのパソコン入門 井上　真由美 6月2日

 金沢福祉専門学校 火 14:00 　水彩画～色えんぴつ・パステル画 小池　優 6月2日



 金沢福祉専門学校 水 10:00 　パンフラワー 源　辰美 6月10日

 金沢福祉専門学校 水 10:00 　日本の名曲 能　千代 6月3日

 金沢福祉専門学校 水 13:00 　水引あそび 宮口しげみ 6月17日

 金沢福祉専門学校 水 15:00 　体質改善ヨガ ＳＡＫＵＲＡ 6月3日

 金沢福祉専門学校 木 10:00 　クラフトバンド入門 大弥ひとみ 6月11日

 金沢福祉専門学校 木 14:00 　昭和の名曲 山岸　エミ 6月11日

 金沢福祉専門学校 木 14:30 　韓国語入門・初級 宮本　千恵美 6月4日

 金沢福祉専門学校 金 10:00 　「ヘタでいい ヘタがいい」絵手紙入門 山下　邦子 6月12日

 金沢福祉専門学校 金 17:00 　こども書道 中川　琴鈴 6月5日

 金沢福祉専門学校 金 17:10 　はじめてのキッズヒップホップ FunkyーNANA 6月5日

 香林坊大和・アトリオ教室 日 13:30 　素晴らしい英国紅茶の世界 Ｓａｔｏｋｏ　Ｔａｋｅｍａｔｓｕ 6月14日

 香林坊大和・アトリオ教室 月 10:30 　実用書道を筆ペンで 斎藤千佳子（千霞） 6月1日

 香林坊大和・アトリオ教室 月 13:00 　きもの着付け入門 岡部瞳 6月8日

 香林坊大和・アトリオ教室 火 10:15 　健康太極拳　第2・4火朝 卜部英克 7月14日

 香林坊大和・アトリオ教室 火 10:15 　癒しの押し花 大石明子 6月9日

 香林坊大和・アトリオ教室 水 10:15 　金沢水引～暦を楽しむ　アクセサリー＆小物～　第1水朝 平田奈々 6月3日

 香林坊大和・アトリオ教室 金 10:30 　ボイストレーニング 近藤　洋平 6月12日

 香林坊大和・アトリオ教室 金 10:30 　らくらく筆ペン～書のある生活～ 林玲泉 6月5日

 香林坊大和・アトリオ教室 金 13:30 　美しいフラ ウルベヒ森川 6月12日

 香林坊大和・アトリオ教室 土 10:30 　華道　山村御流 辻　芳美 7月18日

 香林坊大和・アトリオ教室 土 10:30 　パッチワーク 呉山裕子 7月18日

 香林坊大和・アトリオ教室 土 13:00 　パンフラワー 見定小恵子 6月6日

 香林坊大和・アトリオ教室 土 13:30 　書道教室 山上照陽 6月13日

 文苑堂書店 日 13:00 　ハワイアンキルト 中村　登志子
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イオン金沢

 文苑堂書店 日 13:30 　Jr.まんが・イラスト入門 ひいらぎ　ゆき 6月7日

 文苑堂書店 日 14:05 　フランス語初級 五十嵐　竹實 6月14日

 文苑堂書店 日 15:30 　旬のチーズプラトーを楽しむ 早川　由紀 6月28日

 文苑堂書店 月 10:15 　手編み　第２月曜 大川　喜代美 6月8日



 文苑堂書店 月 10:30 　美文字入門・生活書道　第4月朝 中川　琴鈴
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 文苑堂書店 月 10:30 　美文字入門・生活書道　第3月朝 中川　琴鈴 6月15日

 文苑堂書店 月 10:30 　楽しいハーモニカ 福島　小夜子 6月8日

 文苑堂書店 月 13:00 　やさしい手編みレッスン ナカムラ　カズヨ 6月1日

 文苑堂書店 月 13:00 　魅惑の天然石＆ビーズ 西　めぐみ 6月1日

 文苑堂書店 月 13:00 　はじめての羊毛フェルト ナカムラ　カズヨ 6月1日

 文苑堂書店 月 15:00 　中高年のためのキーボード　第2・4月夕 佐々木　ひとみ 6月8日

 文苑堂書店 月 17:00 　ジュニアキーボード小学生 佐々木　ひとみ 6月8日

 文苑堂書店 月 18:30 　中高年のためのキーボード　第2・4月夜 佐々木　ひとみ 6月8日

 文苑堂書店 火 10:10 　グラスアート＆シルエットアート 米田　敦子
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別会場

 文苑堂書店 火 10:15 　和布キルト 笠松　ゆり 未定

 文苑堂書店 火 10:15 　基礎からの洋裁＆リメイクで服づくり 寺山　昌子 6月9日

 文苑堂書店 火 10:15 　はじめての盆栽教室 中森　茂 6月2日

 文苑堂書店 火 13:30 　水引むすび～四季を彩る～ 喜成　智秋 未定

 文苑堂書店 火 16:30 　こども絵画教室 長谷川　宏美 6月9日

 文苑堂書店 火 17:00 　ジュニアギター個人30分 宮岸　慈侊 未定

 文苑堂書店 火 18:30 　アコースティックギター個人レッスン 宮岸　慈侊 未定

 文苑堂書店 水 10:30 　レザークラフト 高岩　陽子
6/24

イオン駅西

 文苑堂書店 水 10:30 　「ヘタでいい ヘタがいい」絵手紙入門 山下　邦子 6月17日

 文苑堂書店 水 10:30 　かんたんデコパージュ おかだ ひろみ 6月10日

 文苑堂書店 水 10:30 　初心者のための英会話レッスン ニコラ・ジノビッチ 6月3日

 文苑堂書店 水 13:00 　本物そっくりパンフラワー 北村　和子 6月10日

 文苑堂書店 水 13:00 　韓国語入門 李　恩庚 6月3日

 文苑堂書店 水 13:30 　はじめての切り絵 森田　ゆう子 6月3日

 文苑堂書店 木 10:15 　パステルシャインアート 松浦　小百合 6月4日

 文苑堂書店 木 10:15 　俳句に親しむ 大橋　美代子 5月21日

 文苑堂書店 木 13:00 　中学英語で英会話 辻野　和代 未定

 文苑堂書店 木 13:00 　デコアート 角谷　美帆
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 文苑堂書店 木 13:30 　オカリナ超入門 佐々木　ひとみ 6月4日

 文苑堂書店 木 19:00 　見せたくなる写真教室 清水　梅子 6月4日

 文苑堂書店 木 19:30 　タロットリーディング 福明　珠澄 6月11日

 文苑堂書店 木 19:30 　韓国語初級 宋　有宰 6月4日

 文苑堂書店 金 10:30 　気軽な絵画教室 辰巳　明子 6月5日

 文苑堂書店 金 13:30 　はじめての香道 林　真 6月19日

 文苑堂書店 金 13:30 　はじめての篆刻 北野　河聲 6月12日

 文苑堂書店 金 16:15 　はじめての水彩画～色えんぴつ・パステル画 小池　優 6月19日

 文苑堂書店 土 10:30 　ハワイアン＆創作キャンドル 山本　妙子 6月13日

 文苑堂書店 土 10:30 　楽しい消しゴムはんこ 川治　伴江 6月6日

 文苑堂書店 土 11:00 　中高年のキーボード土曜　第2・4土 佐々木　ひとみ 6月6日

 文苑堂書店 土 11:00 　中高年のためのキーボード月1　第2土朝 佐々木　ひとみ 6月6日

 文苑堂書店 土 13:00 　食事でできるがん予防～免疫力を上げる～ 荒能　里美 6月13日

 文苑堂書店 土 13:30 　初心者向け源氏物語講座 常田　正代 閉講

 文苑堂書店 土 20:15 　ギター個人レッスン（1人30分） 唐木　正広
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