も
お買い物
広々
できて
で
！
無料駐車場
超便利！
便利！！

至 金沢駅

2階

元車

御影大橋

香林坊
犀川

100円ショップ
ポピア近く

アピタ金沢店

増泉

まずは

500円体験に
お越しください!
体験参加は
１講座につき１回限定。
材料費は別途必要。
体験時間は通常より
時間短縮となります。

月
６
全９０講座 体験会開催!
至 横川

金沢市中村町10番20号

ミュージック 音楽で人生を豊かに!!

体験日
昭和の名曲を歌おう 5/29
（月）
懐かしい名曲を気持ちを
込めて全身で歌いましょ
う。
◆開講日：6/5（月）
◆日 時：第①月 13：30〜14：45
15
◆受講料：1,836円（月1回）
◆講 師：角海郁子（元高校音楽教師）

演歌ギター

体験日

5/18（木）

弾き語りのコツを指導し
ます。ギター初心者は弾
くところから始めます。
◆開講日：6/1（木）
◆日 時：第①③木 15：30〜17：30
◆受講料：5,400円（月2回）
◆講 師：音弦也（演歌ギター弾き語り講師）

体験日
トーンチャイム 5/14・28
（日）
音叉のような優しい音色
は、心と身体を癒やしま
す。
◆開講日：6/11（日）
◆日 時：第②④日 13：00〜14：30
◆受講料：3,240円（月2回）
◆講 師：関根双葉（日本音学療法学会認定音楽療法士）

トランペット
30分個人レッスン

体験日

5/15（月）

ジャズ、ロック、ポップスを
対象に、レベルや目標に合わ
せた個人レッスンです。

リラックスヨガ
呼吸とともに体をほぐ
し、心の波を静め、浄化さ
せましょう。

体験日

体験日

誰でも吹ける

オカリナ入門

チェロ

中高年のためのキーボード
（グループレッスン）

5/19（金）

体験日

心に深く響きわたる低音の
魅力を一緒に味わいましょ
う。
◆開講日：6/12（月）
◆日 時：第②④月 16：30〜18：00
◆受講料：9,720円（月2回）
◆講 師：伊田直樹（チェロ奏者）

ウクレレ入門

5/8・22（月）

体験日

5/24（水）

体験日
たのしい太極拳 5/17・31
（水）
楽しく無理なく動くこと
で、体のひずみを修正しな
がら健康体を目指します。

◆開講日：6/7（水）
◆日 時：第①③水 19：15〜20：45
◆受講料：3,672円（月2回）
◆講 師：黒崎増子（日本武術太極拳連盟A級指導員）

自分で出来る！

体験日

さとう式リンパケア 5/10・31（水）

リンパが流れる筋ゆるケア！肩こり・疲
流れるような動きで、気持ち
れ・むくみを改善、姿勢も良くなります！
よくポーズをとり、心と身体
を解放してみませんか。
◆開講日：6/7・14（水）
◆開講日：6/6（火）
◆日 時：第①水 9：30〜10：45
◆日 時：第①③火 19：30〜20：45
第②水 19：30〜20：45
◆受講料：3,456円（月2回）
◆受講料：1,944円（月1回）
◆講 師：Ryoko（全米ヨガアライアンスRYT200正式指導者） ◆講 師：堀内しずえ（さとう式リンパケアインストラクター）

体験日
ブリージングストレッチ 体験日
アロマ・ヨガ 5/12・26
（金） 〜呼吸で人生をストレッチ〜 5/10・24（水）

アロマの香りのなか、ゆるめ
るポーズ、引き締めるポーズ
をバランスよく行います。

◆開講日：6/9（金）
◆日 時：第②④金 13：00〜14：00
◆受講料：3,672円（月2回）
◆講 師：和田森公子（VI AURA公認講師）

「呼吸」
「イメージング」
イメージング」
「
「ストレッチング」
ストレッチング」
を合わせ
を合わせ
自分で身体を整えることを目指したメディカ
て、自分で身体を整えることを目指したメディカ
ルストレッチです。

◆開講日：6/14（水）
◆日 時：第②④水 10：30〜12：00
◆受講料：5,400円（月2回）
◆講 師：本知香（ブリージングストレッチ指導員）

■お申し込み・お問い合わせは■
必ず事前に
電話または
ホームページから
お申し込み
下さい

金沢本部教室

初心者の方から、レパート
リーを増やしたい方まで
レッスンします。
◆開講日：6/7（水）
◆日 時：第①②③水 16：00〜19：00
◆受講料：10,692円（月3回）テキスト代実費
◆講 師：高田愛子（ヴィオラ奏者）

無料!

ヒューマンビートボックス 体験日
＆ボイスパーカッション 5/9・23（火）

自分の口だけでビートを刻み、リズ
ミカルに奏でるパフォーマンスを
習得しよう。
◆開講日：6/13（火）
◆日 時：第②④火 19：40〜20：40
◆受講料：4,320円（月2回）
◆講 師：ちrori（ヒューマンビートボクサー・ライブパフォーマー）

演歌ギター

体験日

5/18（木）

（弾き語り）
グループレッスン

童謡やポップス、ビートル
ズの名曲まで、楽しく吹い
てみませんか。
◆開講日：6/1（木）
◆日 時：第①③木 10：00〜11：30
◆受講料：3,672円（月2回）教本代別
◆講 師：猿谷朗子（鈴木ハーモニカ振興会認定）

キーボード

体験日

懐かしい曲から最新の
ヒット曲、
クラシック曲ま
で演奏します。
◆開講日：6/2（金）
◆日 時：第①③金 12：30〜14：00
◆受講料：3,456円（月2回）テキスト代実費
◆講 師：山田なおみ（カシオミュージックサークル講師）

（30分個人レッスン）

マイペースで始めるキー
ボード。
色々な音とリズム
で楽しく演奏します。
◆開講日：6/2（金）
◆日 時：第①③金 14：00〜15：30
◆受講料：4,320円（月2回）テキスト代実費
◆講 師：山田なおみ
山田なおみカシオミュージックサークル講師）
（カシオミュージックサークル講師）

フルートを奏でる
（45分個人レッスン）

技術はもちろん、とにかく
楽しく指導します。

演歌は日本人の心です。
基本のリズム、コードか
ら指導します。
◆開講日：6/1（木）
◆日 時：第①③木 14：00〜15：00
◆受講料：4,320円（月2回）
◆講 師：音弦也（演歌ギター弾き語り講師）

体験日

5/19（金）

体験日

5/18（木）

体験日
二胡を弾こう 6/2・16
（金）

中国の代表的な民族楽器
「二胡」を奏でてみません
か。
◆開講日：7/7（金）
◆日 時：第①③金 19：30〜20：30
◆受講料：4,536円（月2回）
◆講 師：李彩霞、水出照美（二胡奏者）

体験日

5/12・26（金）

◆開講日：6/9（金）
◆日 時：第②④金 18：30〜19：15
◆受講料：8,100円（月2回）教本実費
◆講 師：多田由実子（フルート奏者）

はじめてのウクレレ

体験日

5/15（月）

ソロ、アンサンブル、弾き
語りなど、明るく楽しく音
楽を楽しみましょう。
◆開講日：6/19（月）
◆日 時：第③月 13：30〜15：00
◆受講料：1,620円（月1回）
◆講 師：藤本美和（ウクレレパイナ金沢代表）

ジュニア 元気なキッズあつまれ!!
子ども書道

体験日

5/20（土）

※対象 小学生

字が綺麗に書けるようにな
るだけでなく、美しい姿勢
や集中力も身につきます。
◆開講日：6/3（土）
◆日 時：第①③土 13：30〜15：00
◆受講料：3,240円（月2回）書研誌代別
◆講 師：安田澄花（県書道教育研究会師範）

子どもヴァイオリン

（幼児3歳〜小学3年）30分個人レッスン
３歳から始められます。
一人一人にあわせて、基
礎からレッスンします。

体験日
子ども絵画（油絵）5/15・29
子ども日舞
（月）
生活の中にあるモチー
フを、自由にのびのびと
描きます。

◆開講日：6/5（月）
◆日 時：第①③月 17：00〜19：00
◆受講料：3,240円（月2回）材料費別
◆講 師：江守マリ子（県美術文化協会理事）

体験日

5/10・17（水）

◆開講日：6/7（水）
◆日 時：第①②③水 16：00〜19：00
◆受講料：10,692円（月3回）
◆講 師：高田愛子（ヴァイオリン奏者）

子どもチェロ
45分個人レッスン

人の声に近い、穏やかな温か
い音色の楽器です。

体験日

5/8・22（月）

◆開講日：6/12（月）
◆日 時：第②④月 16：30〜18：00
◆受講料：9,720円（月2回）
◆講 師：伊田直樹（チェロ奏者）

礼儀作法と丁寧な言葉
づかい、自立心が自然と
身に付きます。

体験日

5/13・27（土）

◆開講日：6/10（土）
◆日 時：第②④土 17：30〜18：30
◆受講料：3,240円（月2回）
◆講 師：泉幸志（金沢泉会主宰）

体験日
みんなでトーンチャイム 5/14・28
（日）

みんなでトーンチャイ
ムを鳴らし、ひとつの音
楽を奏でましょう。

◆開講日：6/11（日）
◆日 時：第②④日 13：00〜14：30
◆受講料：2,160円（月2回）
◆講 師：関根双葉（日本音学療法学会認定音楽療法士）

体験日
ジュニアトランペット 体験日
キッズ・ヒューマンビート 体験日
ジュニアフルート 5/12・26
（金）
5/15（月）
30分個人レッスン
45分個人レッスン
ボックス＆ボイパ入門 5/9・23（火）

自分の口だけでビートを刻
み、
リズミカルに奏でます。
（ボイスパーカッション）
◆開講日：6/13（火）
◆日 時：第②④火 18：30〜19：30
◆受講料：4,320円（月2回）
◆講 師：ちrori（ヒューマンビートボクサー・ライブパフォーマー）

体験日
楽しい万華鏡づくり 5/21
（日）
さまざまな色や形がゆっ
たりと変化する本格的な
万華鏡を作ります。

材料費1,000円

◆開講日：6/18（日）
◆日 時：第③日 9：30〜11：30
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：よしだりえこ（万華鏡インストラクター）

入会と受講のご案内
お申し込みには、
預金口座の振替登録が必要です。
＜ご用意いただくもの＞
①３カ月分の受講料、②口座番号、
③預金口座お届け印

076-260-3535
※アピタ金沢店教室の受付は金沢本部教室となります

楽しいハーモニカ

体験日

体験日

5/19（金）

陶器でできたオカリナは、
初心者にも始めやすい楽器
です。
◆開講日：6/2（金）
◆日 時：第①③金 10：00〜11：30
◆受講料：3,456円（月2回）教本代別
◆講 師：角海郁子（ライリッシュ・オカリナ連盟認定講師）

45分個人レッスン

ヴィオラ

5/10・17（水）

憧れの曲を弾いてみませ
んか。個別指導なので安
心です。
◆開講日：6/7（水）
◆日 時：第①②③水 16：00〜19：00
◆受講料：10,692円（月3回）テキスト代実費
◆講 師：高田愛子（ヴァイオリン奏者）

至 有松

※写真は全てイメージです

（小学高学年〜大人）30分個人レッスン

ワクワクする
ラインナップ!!

体験日
はじめてのヨガ 5/16・30
（火）
〜ビンヤサ・フロー〜

野町広小路

※記載の体験日でご都合がつかない
場合はお問い合わせ下さい。

７月末までに入会された方は通常入会金
3,000円が

5/10・17（水）

◆開講日：6/28（水）
◆日 時：第④水 19：15〜20：45
◆受講料：1,620円（月1回）
◆講 師：にっしぃ（ウクレレパイナ金沢インストラクター）

5/20（土）

◆開講日：6/3（土）
◆日 時：第①③土 15：30〜16：30
◆受講料：3,672円（月2回）
◆講 師：SAKURA（VI AURA公認ヨガ講師）

ヴァイオリン

（小学高学年〜大人）30分個人レッスン

小さくてかわいい楽器
ウクレレ。癒しの音色を
一緒に奏でましょう。

◆開講日：6/19（月）
◆日 時：第③月 15：30〜16：30
◆受講料：2,700円（月1回）
◆講 師：藤本美和（金沢ジャズ連盟所属）

スポーツ・健康

犀川大橋

増泉
増泉
二丁目東 一丁目

今だけ 入会金無料キャンペーン!

（弾き語り）
30分個人レッスン

片町

お子様だけの個人指導
で楽しくレベルアップ。

正しい姿勢、呼吸法を身
につけ、美しい音色を奏
でましょう。
◆開講日：6/9（金）
◆日 時：第②④金 18：30〜19：15
◆受講料：8,100円（月2回）教本実費
◆講 師：多田由実子（フルート奏者）

子ども
チョークアート

特殊なオイルパステルと
技法で描くアートです。

◆開講日：6/19（月）
◆日 時：第③月 15：30〜16：30
◆受講料：2,700円（月1回）
◆講 師：藤本美和（金沢ジャズ連盟所属）

体験日

バトントワーリング・

体験日

5/28（日） ポンポン教室（年長〜小学生）5/12・26（金）

材料費1,300円

◆開講日：6/25（日）
◆日 時：第④日 15：00〜17：00
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：藤本遥香（モニークチョークアート協会認定講師）

子ども達にバトンを回
す楽しさ・団体競技の魅
力を伝えます。

◆開講日：6/9（金）
◆日 時：第②④金 17：00〜18：00
◆受講料：3,240円（月2回）教材費別
◆講 師：早坂奈津子（日本バトン協会認定公認指導員）

●当センターは会員制です。はじめての方は、入会金3,000円（70歳以上無料）です。受講
終了後1年以上受講のない方は、再受講時に再入会金1,000円が必要です。会員になれば
講座はいくつでも受講できます（現在、アピタ金沢店教室は入会金無料キャンペーン中）
●受講料は初回のみ3ヵ月分お支払い頂き、4ヵ月目から預金口座より自動振替でお支払
いとなります。また納入済受講料の月変更・他の講座への振替・返金はできません。
●受講料は月払制です。教材費・材料費の表記がない講座についても別途必要となる場
合があります。
●講師の都合などで日程・時間を変更することがあります。

詳細はホームページでご確認ください。 受付 【月～金曜】 9：30～20：30
時間 【 土･日曜】 9：30～17：00

魅力あふれる講座 まずは体験！

広々駐車場で通いやすい!!
ついでにお買い物もできて便利!!

手芸・服飾 手作りが流行中!!

フラワーデザイン

体験日

6/3（土）

花のデザインが自由にで
材料費2,500円
きるよう、基本から応用ま
で楽しく学びましょう。
◆開講日：7/1（土）
◆日 時：第①土 10：30〜12：30
◆受講料：2,160円（月1回）材料費別
◆講 師：津島多美（TAMIフラワーデザイン主宰）

ロマンドール
（磁器人形）

かわいい人形や花などを、磁
器で色鮮やかに作ります。

体験日

5/11・25（木）

材料費1,000円

◆開講日：6/8（木）
◆日 時：第②④木 10：00〜12：00
◆受講料：4,320円（月2回）材料費別
◆講 師：松田治代（ロマンドール学園講師1ｓｔアーティシャン）

体験日
クラフトテープ手芸 5/17
（水）

材料費600円
クラフトテープで、小物入
れからおでかけバックま
で作ります。
◆開講日：6/21（水）
◆日 時：第③水 9：30〜11：00
◆受講料：1,944円（月1回）材料費別
◆講 師：ロダップTOKO（手づくり工房FJK主宰）

体験日
簡単！加賀友禅入門 5/22
（月）

スカーフ、テーブルセンター、
材料費500円
壁掛けなど、現代にマッチし
たスタイルで楽しみます。
◆開講日：6/26（月）
◆日 時：第④月 10：00〜12：00
◆受講料：1,620円（月2回）
◆講 師：中村高雲（加賀友禅テキスタイルデザイナー）

手編み

棒針・かぎ針など、初めて
の方にも基礎から丁寧に
教えます。
◆開講日：7/24（月）
◆日 時：第④月
13：00〜16：00
◆受講料：3,888円（月1回）
◆講 師：大川喜代美

体験日

6/26（月）

材料費980円

※写真は全てイメージです

体験日
マクラメジュエリー 5/12
（金）
一本の紐を幾通りの結び目
材料費2,000円〜
で編み、ビーズと組み合わ
せます。
◆開講日：6/9（金）
◆日 時：第②金 14：30〜16：30
◆受講料：2,160円（月1回）材料費別
◆講 師：大崎辰子（生涯学習開発財団ﾏｸﾗﾒｼﾞｭｴﾘｰ技能認定講師）

羊毛フェルト

体験日

5/11（木）

材料費500円
季節ごとに飾りたくなる、
かわいい小物やアクセサ
リーなどを作ります。
◆開講日：6/8（木）
◆日 時：第②木 15：00〜17：00
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：ナカムラカズヨ（ニットデザイナー）

フィンランドの伝統装飾

「ヒンメリ」

体験日

5/17（水）

材料費600円
立体の幾何学模様の美しいシ
ルエットはもちろん、太陽や照
明で出来る影も楽しめます。
◆開講日：6/21（水）
◆日 時：第③水 11：00〜12：30
◆受講料：1,944円（月1回）材料費別
◆講 師：ロダップTOKO（手づくり工房FJK主宰）

本格手織り

体験日

5/22（月）

カゴ、バッグ、財布、小物入
れなど使うほどに味わい
が出て、愛着がわきます。

体験日

5/27（土）

材料費1,000円

◆開講日：6/24（土）
◆日 時：第④土
14：00〜17：00
◆受講料：3,240円（月1回）
◆講 師：小澤明子（籠編師）

（手編み・機械編み師範）

体験日

5/20（土）

毛筆や硬筆（ペン習字）
で、正しく整った文字を
練習しましょう。
◆開講日：6/3（土）
◆日 時：第①③土 13：30〜15：00
◆受講料：3,672円（月2回）教本代別
◆講 師：安田澄花（県書道教育研究会師範）

らくらく筆ペン
〜書のある生活〜

体験日

5/26（金）

まずは自分の名前と住所
をきれいに書くコツを教
えます。
◆開講日：6/23（金）
◆日 時：第④金 10：00〜11：30
◆受講料：1,836円（月1回）
◆講 師：林玲泉（日本書芸院一科審査員（師範））

絵画教室

（水彩画・油絵）

体験日

5/18（木）

楽しみながら「自由な気持
ち」で描くことを最も大切
にします。
◆開講日：6/1（木）
◆日 時：第①③木 18：30〜20：30
◆受講料：3,672円（月2回）
◆講 師：法邑利博（県美術文化協会委員）

はじめての

チョークアート

特殊なオイルパステルと
技法で描くアートです。

体験日

5/28（日）

材料費1,300円

◆開講日：6/25（日）
◆日 時：第④日 15：00〜17：00
◆受講料：1,620円（月1回）
◆講 師：藤本遥香（モニークチョークアート協会認定講師）

仏像を彫る

のみの持ち方から丁寧に
お教えします。

体験日

6/6（火）

材料費200円

◆開講日：7/4（火）
◆日 時：第①火 9：30〜11：30
◆受講料：2,160円（月1回）
◆講 師：森下廣箭（仏師）

生活書道

5/29（月）

六反田英一の
デッサン

6/4（日）

今話題のiＰadを使いこな
してみませんか。

体験日

5/16（火）

体験料2,160円

◆開講日：6/6（火）
◆日 時：第①③火 13：30〜15：00
◆受講料：5,371円（月2回）
◆講 師：南賀子（ICTCA認定スマートパッドマスター）
（ICTDA認定スマートパッドマスター）

体験日

モノの見方、とらえ方、描
写力を養います。油絵、水
彩画も対応できます。
◆開講日：7/2（日）
◆日 時：第①日 14：30〜16：30
◆受講料：2,700円（月1回）
◆講 師：六反田英一（県美術文化協会常任委員）

体験日

5/13（土）

手紙の文面に、文字だけ
でなくしゃれたカット絵
を添えてみませんか。
◆開講日：6/10（土）
◆日 時：第②土 13：30〜15：30
◆受講料：1,836円（月1回）
◆講 師：南俊一（県美術文化協会会員）

水墨画

体験日

5/22（月）

水と墨と紙のかもしだす
独特の魅力を楽しみま
しょう。
◆開講日：6/26（月）
◆日 時：第④月 18：30〜20：30
◆受講料：1,944円（月1回）
◆講 師：高畠紫香（県水墨画協会理事）

ちょっとお洒落に

◆開講日：6/28（水）
◆日 時：第①水 13：00〜15：00
◆受講料：1,836円（月1回）材料費別
◆講 師：平田奈々（創作水引作家）

体験日
押し花アート教室 5/12
（金）
材料費1,000円
大切に育てた草花や思い出
のお花を押し花で残しま
しょう。
◆開講日：6/9（金）
◆日 時：第②金 10：00〜12：00
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：石野はるみ（ふしぎな花倶楽部インストラクター）

やさしい

体験日

5/8（月）

真っ白な磁器に、好みの
色や柄でオリジナル作品
を作りませんか。
◆開講日：6/12（月）
◆日 時：第②月 18：30〜20：30
◆受講料：1,836円（月1回）材料費別
◆講 師：萩野りか（日本ヴォーグ社認定インストラクター）

シニアの
パソコン教室

（文章作成、表計算）

体験日

5/20（土）

ゆっくり、じっくり指導し
ます。

◆開講日：6/17（土）
◆日 時：第③土 10：00〜11:30
◆受講料：2,700円（月1回）
◆講 師：織田綾子（AYAパソコンスクール講師）

体験日

5/8（月）

自然の木と向き合い、制作する 材料費1,080円
時間は、心が癒やされる至福の
ひとときです。
◆開講日：6/12（月）
◆日 時：第②月 9：45〜11：45
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：浦喜美枝（木彫はちのす会公認講師）

世界で一つの

万華鏡作り

光と色の不思議な万華鏡を
作ります。

体験日

5/21（日）

材料費1,000円

◆開講日：6/18（日）
◆日 時：第③日 9：30〜11：30
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：よしだりえこ（万華鏡インストラクター）

初心者向け

体験日

体験日

（火 ）
5/12（金）
手編みレッスン 5/16
レザークラフト材料費1,000円
材料費500円
お気に入りの毛糸と編み針

誰でもできる

体験日

パッチワークキルト 5/23（火）
材料費1,000円

小さな布や思い出のある布
地を再生し作品を作ります。

◆開講日：6/27（火）
◆日 時：第④火 10：00〜12：00
◆受講料：1,620円（月1回）
◆講 師：徳田外喜子（JQCインストラクター）

革の質感と特徴を生かした、
オリジナル作品をつくりま
しょう。
◆開講日：6/9（金）
◆日 時：第②金 19：30〜21：00
◆受講料：1,944円（月1回）材料費別
◆講 師：MITSUI（クラフトワークスERレザー講師）

〜つると和紙でつくる世界に一つだけ〜

基礎の縫い方や型紙づくりを
マスターして、自分だけの洋
服を作ってみましょう。

美文字入門
（筆ペン・ペン）

体験日

5/29（月）

体験日
気軽にはじめる油絵 5/15・29
（月）
個性や個人の進度に応じ
て、助言と指導を行います。

◆開講日：6/5（月）
◆日 時：第①③月 18：30〜20：30
◆受講料：3,672円（月2回）材料費別
◆講 師：江守マリ子（日展会友）

はじめての水彩画

体験日

〜色えんぴつ・パステル画〜 5/10・17（水）

透明感のある水彩画を描
いてみませんか。

◆開講日：6/14（水）
◆日 時：第②③水 13：30〜15：30
◆受講料：3,456円（月2回）
◆講 師：小池優（水彩画家）

人をつなげる

体験日

5/25（木）

日々の心を絵手紙に託し
て、大切な人に届けてみ
ませんか。
◆開講日：6/22（木）
◆日 時：第④木 13：00〜15：00
◆受講料：1,620円（月1回）教材費別
◆講 師：示野寛子（日本絵手紙協会公認講師）

はじめての

体験日

5/24（水）

体験日

5/13（土）

もっと気軽にカメラを暮
らしに取り入れてみませ
んか？
◆開講日：6/10（土）
◆日 時：第②土 10：00〜12：00
◆受講料：1,836円（月1回）
◆講 師：虎井誠（日本写真協会会員）

基礎から応用までテクニック
を体系的に学べます。

体験日

5/8（月）

材料費1,300円

◆開講日：6/12（月）
◆日 時：第②月 13：00〜15：00
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：岩城みちよ（かぎ針編みインストラクター）

アーティフィシャル 体験日
5/21（日）
フラワー入門
材料費2,500円
枯れたり色あせたりせず、花
材の種類が豊富なので色々
なアレンジが楽しめます。
◆開講日：6/18（日）
◆日 時：第③日 15：30〜17：00
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：松岡有美子（サロン ギャラクシー主宰）

和布キルト

体験日

5/27（土）

材料費1,000円
色々な素材、形、色彩の布切
れが生み出す、創作の世界
に触れてみませんか。
◆開講日：6/24（土）
◆日 時：第④土 10：00〜11：30
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：笠松ゆり（日本手芸普及協会パッチワークキルト指導員）

毛糸で作る♪

体験日

動物ぽんぽん

6/8（木）

材料費500円
毛糸をくるくると巻いて、
ふわふわのマスコットを作
りましょう。
◆開講日：7/13（木）
◆日 時：第②木 15：30〜17：30
◆受講料：1,620円（月1回）
◆講 師：ナカムラカズヨ（ニットデザイナー）

初めての尺八

体験日

（30分個人レッスン）

6/4（日）

大河流 新舞踊

5/9・23（火）

体験日

歌詞を理解し、分かりやす
く味のある大河流舞踊を
基本より指導します。
◆開講日：6/6（火）
◆日 時：第①②④火 16：00〜18：00
◆受講料：4,536円（月3回）
◆講 師：大河寛久美（大河流直門師範）

体験日
日本舞踊泉流 5/13・27
（土）

日本舞踊の古典性と新舞
踊の現代性を織り交ぜた
他にない舞踊講座です。
◆開講日：6/10（土）
◆日 時：第②④土 17：30〜18：30
◆受講料：3,240円（月2回）
◆講 師：泉幸志（金沢泉会主宰）

津軽三味線
（30分個人レッスン）

体験日

5/11・25（木）

初心者を対象に、三味線
譜を見て弾けるように
教えます。
◆開講日：6/8（木）
◆日 時：第②④木 18：00〜20：30
◆受講料：4,320円（月2回）
◆講 師：一川宏花（津軽三味線明宏会師範）

趣味娯楽・文芸 生活を彩る!!
癒しの寄せ植え

体験日

6/8（木）

自分を知るための 体験日
5/15（月）
占い講座

材料費2,000円
英国伝統のハンギングバス
ケット、季節の寄せ植えなど
ガーデニング全般を学びます。
◆開講日：7/13（木）
◆日 時：第②木 12：30〜14：00
◆受講料：1,620円（月1回）花材費別
◆講 師：福塚理恵（日本ハンギングバスケット協会公認講師）

今の自分を知り、自分らし
く過ごすための意識を高
めます。
◆開講日：6/19（月）
◆日 時：第③月 10：00〜11：30
◆受講料：2,160円（月1回）
◆講 師：福明珠澄（〜きらめきタロット〜星よみさん☆）
（〜きらめきタロット〜星ゆみさん☆）

身近な素材で、あっと驚く
マジックの数々や「隠し
芸」を身につけませんか。
◆開講日：6/17（土）
◆日 時：第③土 18：30〜20：00
◆受講料：1,512円（月1回）
◆講 師：川幡外茂治（マジックカワバタ主宰）

OSHO禅タロットは、カー
ドが鏡のように今の自分
を映し出します。
◆開講日：6/22
6/19
（木）
◆日 時：第④木 15：30〜17：00
◆受講料：2,160円（月1回）
◆講 師：福明珠澄（〜きらめきタロット〜星よみさん☆）

体験日
体験日
楽しいマジック 5/20
（木）
（土） タロットリーディング 5/25

体験日
朗読を楽しもう 5/24
（水）

作品の世界を深く感じ取
り、作者の言いたいことを
理解しましょう。
◆開講日：6/28（水）
◆日 時：第④水 15：30〜17：00
◆受講料：2,160円（月1回）
◆講 師：上原一美（オフィス上原代表）

西洋占星術
〜星占いの本格版〜

体験日

5/26（金）

楽しく前向きに生きるため
のヒントを、
自分で見つけ
られるように指導します。
◆開講日：6/23（金）
◆日 時：第④金 14：30〜16：00
◆受講料：2,160円（月1回）
◆講 師：月山ルビィ子（西洋占星術占い星勉強会主宰）

外国語でふるさとを紹介しよう!!
はじめての

5/21（日）

体験日
フランス語初級 5/21
（日）

◆開講日：6/4（日）
◆日 時：第①③日 12：00〜13：00
◆受講料：4,752円（月2回）教材費別
◆講 師：五十嵐竹實（北國新聞文化センター講師）

◆開講日：6/4（日）
◆日 時：第①③日 13：05〜14：05
◆受講料：4,752円（月2回）教材費別
◆講 師：五十嵐竹實（北國新聞文化センター講師）

イタリア語

日常会話の基本的な表現
を学びます。

外国語
中国語会話入門

かぎ針編み

初心者のための

日本の芸能 伝統を楽しむ!!
日本人の魂に共鳴する、竹
一本から広がる無限の音
色を楽しみましょう。
◆開講日：7/2
6/4（日）
◆日 時：第①日 9：45〜11:45
◆受講料：1,728円（月1回）
◆講 師：徳野梁山（都山流尺八楽会師範）

鉛筆やペンで正しく美しく速
く書ける技術は、日常生活で
最も必要な技能の一つです。
◆開講日：6/5（月）
◆日 時：第①月 10：00〜11：30
◆受講料：1,836円（月1回）
◆講 師：中川琴鈴（県書美術連盟評議員）

絵手紙教室

和紙あかり

材料費1,500円
「つる」を骨組みとし、和紙
を貼り、心癒やされるあか
りを作りましょう。
◆開講日：6/28（水）
◆日 時：第④水 13：00〜15：00
◆受講料：2,160円（月1回）材料費別
◆講 師：岡崎春代（和紙あかり工房 結代表）

基礎からの洋裁＆ 体験日
5/9・23（火）
リメイクで服づくり 材料費500円

ポーセラーツ 材料費1,080円 デジカメ教室

パソコン 今からでも遅くない!!
はじめての
タブレット

体験日

文字には書体、筆順、書式など
の基本があり、順を追って練
習すれば必ず上達します。
◆開講日：6/5（月）
◆日 時：第①月 10：00〜11：30
◆受講料：1,836円（月1回）
◆講 師：中川琴鈴（県書美術連盟評議員）

季節のイラストを描く

材料費1,000円

伝統の水引を使って、色彩
豊かな作品を作ります。

初心者のための木彫

◆開講日：6/13（火）
◆日 時：第②④火
13：30〜15：30
◆受講料：3,672円（月2回）
◆講 師：寺山昌子（洋裁教室講師）

美術 春感をとらえる!!
大人書道

体験日

5/31（水）

で、おしゃれな作品が仕上
がります。
◆開講日：6/20（火）
◆日 時：第③火 15：00〜17：00
◆受講料：1,620円（月1回）材料費別
◆講 師：ナカムラカズヨ（ニットデザイナー）

織り機を使った手織りで、
材料費1,500円
暮らしに役立つ小物から本
格的な作品まで作ります。
◆開講日：6/26（月）
◆日 時：第④月 13：00〜16：00
◆受講料：3,888円（月1回）
◆講 師：大川喜代美（手織りプロフェッショナルインストラクター）

籐を編む

金沢水引

〜暦を楽しむ〜

体験日

5/14・28（日）

日本語が話せる中国人の
ネイティブ講師が担当し
ます。
◆開講日：6/11（日）
◆日 時：第②④日 9：30〜10：30
◆受講料：4,752円（月2回）教材費別
◆講 師：蔚笑栄（中国語講師）

体験日

日本人講師に学ぶ、やさし
い入門クラスです。

体験日
中国語会話初級〜中級 5/14・28
（日） 韓国語入門

中国の文化や歴史を交え、
旅行気分で楽しく学びま
しょう。
◆開講日：6/11（日）
◆日 時：第②④日 10：40〜11：40
◆受講料：4,752円（月2回）教材費別
◆講 師：蔚笑栄（中国語講師）

体験日

5/9・16（火）

韓国出身の女性講師が日
本語を交えてわかりやす
く解説します。
◆開講日：6/13（火）
◆日 時：第②③火 10：00〜11：00
◆受講料：4,752円（月2回）教材費別
◆講 師：李恩庚（ソウル出身）

