ボディメンテナンス

読 書 の 散 歩 道

月曜日 １３：００～１５：００

月２回火曜日 １８：３０～２０：００

※日程 １０月５・１２・１９・２６日、１１月２・９・１６・３０日、
１２月７・１４・２１日

※日程 １０月１３・２７日、１１月１０・２４日、１２月８・２２日

◆講師／籾江道子モダンバレエ研究所講師 岸田芳子
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…15,１８０円
◆持参品／運動しやすい服装、靴下着用（上履き不要）

◆講師／文芸評論家・東北大学出版会事務局長、
河北新報「とうほく本の散歩道」執筆者 小林直之
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１,８８０円
◆持参品／筆記用具、ノートなど

美しい立ち姿を目標に、ストレッチと簡単なトレーニングを中心にレッスンし
ます。日々の生活習慣を見直しながら、身体の各部分に意識を持たせ、骨
盤・背中・肩回り・足裏へゆっくりと無理のない動きの中で刺激を与えます。少
しずつ変化していく身体を確認しながら姿勢を改善。最後は音楽に合わせて
簡単なリズムダンスを踊り、心身ともにリフレッシュ。内側からも爽快感があふ
れます。

読書は一人でするものですが、読んだ本のことを仲間と語り合え
ば、本への興味を広げ、深めます。人気作家のベストセラーや、仙
台在住の地元作家の小説、一度は読みたい古典や名作など、その
つどテーマを設けて様々な本を取り上げてみたいと思います。お仕
事帰りや学校帰りに、リラックスして本の話をしましょう。

ジュニアバレエ
月３回木曜日 １７：１０～１８：１０
※日程 １０月１・８・１５日、１１月５・１２・１９日、
１２月３・１０・１７日
◆講師／フローラルバレエスタジオ教師 村上陽奈
◆受講料・維持運営費／３カ月９回…１２,８７０円
◆持参品／動きやすい服装（レオタード、タイツ、
巻きスカートやスパッツなど）、ソフトバレエシューズ

クラシックバレエの基礎を指導します。基本となる脚のポジシ
ョンや動き、ステップなどを丁寧に楽しくレッスンし、表現力も身
に付けていきましょう。（対象年齢は小学１年生～中学生）

はじめよう！ハーモニカ
月２回金曜日・１５：３０～１７：３０
※日程 １０月２・１６日、１１月６・２０日、１２月４・１８日
◆講師／ハーモニカ振興会講師 日下文良
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０,２３０円
◆持参品／筆記用具、複音ハーモニカ
（C 調ほか。希望者にあっせんします）

◆持参品／テキスト代５，０００円
独学のハーモニカで、メロディーを知っている曲は吹けるけれど、ドレ
ミファの音符が読めない―。でも、いつか１人で伴奏をつけていろんな
曲を、独奏も合奏もできるようになりたい―。そんな欲ばりな希望、大歓
迎です。初歩から少しずつ丁寧に、「できた！」という実感をつかめるよ
うな指導をいたします。

リフレッシュ! アート・ジム

〜のびのび
クリニカルアート講座〜

月２回土曜日 １３：００～１５：００
※日程 １０月１０・２４日、１１月１４・２８日、１２月１２日
◆講師／イラストレーター・臨床心理士 さとうあけみ
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…１０,２３０円
◆持参品／作品を持ち帰るエコバッグ
◆教材費／１回３００～５００円
ひとりひとりは誰もがアーティスト。どなたでも素敵な作品が作れます。
右脳を刺激するアートカリキュラムで、のびのび、いきいきと楽しく制作
し、脳も気持ちも元気にしましょう! クリニカルアート（臨床美術）は、絵や
オブジェなどを楽しく作ることで脳を活性化させ、ストレス緩和や認知症
予防、感性をのばす教育などにも役立つ、大人も子どもも楽しめるアート
講座です。

しあわせサポーター養成講座

～地域の縁結び、
応援しませんか～

月１回木曜日 １３:００～１５:００
※日程 １０月１５日、１１月１９日、１２月１７日
◆講師／結婚相談所マリッジパートナーズ
婚活アドバイザー 中村万紀
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…１０,２３０円
◆持参品／筆記用具
結婚を希望しながら独身でいらっしゃる方の婚活を手助けしません
か？ この講座は、地域のしあわせづくりに一役担いたいと願うあなた
のために、成婚実績日本一の結婚相談所マリッジパートナーズが設ける
「しあわせサポーター」の認定コースです。現代の婚活事情、縁結びの
活動のポイント、実際のフォローの仕方などを学び、一緒に応援してい
きましょう。

知っておきたい！相続の対策と基礎知識

～疑問や不安
を解消～

やさしい世界史

月１回水曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 １０月２８日、１１月２５日、１２月２３日
◆講師／行政書士・ファイナンシャルプランナー
・宅地建物取引士 鴇田誠治
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，９３０円
◆持参品／筆記用具、ノート
◆教材費／資料代初回１，０００円
相続税はどんな時にかかるの？相続トラブルを回避するにはどんな
対策が必要なの？相続に関するそんな疑問や不安を解消しませんか。
遺言書の書き方や生前贈与の方法、今話題の家族信託から任意後
見、おひとり様の死後事務委任まで、さまざまな相続対策と基礎知識、
そして自分らしい老後を送るための対策について、相続法（民法）の大
改正を踏まえ、わかりやすく解説します。

家系図を作ろう

～ヨーロッパ中世の世界～

月２回木曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １０月８・２２日、１１月１２・２６日、
１２月１０・２４日
◆講師／東北学院大学文学部非常勤講師 西欧中世史
畑奈保美
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１,８８０円
◆持参品／筆記用具、ノートなど
◆教材費／資料コピー代実費
紀元千年ごろまでに、ヨーロッパの多くの地域はキリスト教の勢力圏
に入り、次第に社会の中にキリスト教が染み込んでいきます。ローマ教
皇と皇帝・国王の争いや十字軍など、この時代の重要な出来事を確認
しながら、修道院、ゴシックの聖堂、巡礼、聖人崇敬など中世のキリスト
教文化に目を向けてみましょう。

心に届く話し方～笑顔になるコミュニケーション～

月２回水曜日 １０：３０～１２：００

月２回金曜日 １８：４５～２０：１５

※日程 １０月１４・２８日、１１月１１・２５日、１２月９日

※前期日程 １０月９・２３日、１１月１３・２７日、１２月１１・１８日

◆講師／家系図講師 鹿郷健二
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…９，１３０円
◆持参品／筆記用具など
◆教材費／初回に１，５００円
戸籍をたどれば、誰でも江戸時代末までのご先祖様が確認できま
す。家系図づくりのコツがあります。オリジナル一覧表を利用します。
わが家の歴史と特徴が見えてくれば、自分自身の今なすべきこと
と、子や孫に伝えていかなくてはならないことが分かります。パソコン
を使ってもできます。

諦めないで！ お子様のための婚活を応援します

月１回金曜日 １３：００～１５：００
※日程 １０月２３日、１１月２７日、１２月２５日
◆講師／結婚相談所マリッジパートナーズ

婚活アドバイザー 中村万紀
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具
「子どもを結婚させたいが,本人が行動してくれない」「どういう婚活の
方法があるのか分からない」―。そんなお悩みをもつ親御様を応援し
ます。現代の婚活事情や、わが子・孫の結婚のために親ができること
をお教えいたします。

はじめてのデジタルカメラ

～花と雑貨の
フォトスタイリング～

月２回金曜日 １３：３０～１５：００
※日程 １０月１６日、１１月６・２０日、１２月４・１８日
◆講師／フォトグラファー 山口昌哉
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…１１，１１０円

◆講師／コーチング研修会社ドリームフィールド社長
（財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ

阿部侑生(あべ・ゆき)、他
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１６，８３０円
◆持参品／筆記用具、手鏡など
◆教材費／資料コピー代実費
￥

自分の思いや気持ちを相手の心に届くように伝えることは生きていく
上で必要不可欠です。この講座では、人を引きつける話し方や説得力
のある話し方、さらには人間関係に自信が持てる技術まで、さまざまな
角度から学んでいきます。ビジネスや子育てなどあらゆる場面で役立つ
スキルを楽しみながらお伝えします。

３カ月ですっきりさせる！ハッピーお片づけ講座

月２回金曜日 １０：００～１２：００
※日程 １０月２・１６日、１１月６・２０日、１２月４・１８日
◆講師／ハウスキーピング協会、整理収納アドバイザー
阿部静子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具
モノを減らしておうちをすっきりさせましょう。フリーアナウンサーでもあ
る講師が、あなたのお宅の整理整頓ポイントを引き出します。キッチン、
クローゼットなど空間ごとにワークシートを作りますので、帰宅後すぐに始
められますよ。褒め上手の講師がやる気スイッチをオン！３カ月ですっき
りさせてハッピーな日々を迎えましょう。

シニアのための

老い支度(終活)講座

月１回水曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １０月２１日、１１月１８日、１２月１６日

◆持参品／デジタルカメラ（一眼レフ可）、筆記用具など
◆教材費／５,５００円(３カ月分前納、花材費込み)

◆講師／ヒューマンサポート・カキョウ主宰 鹿郷健二
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，９３０円
◆持参品／筆記用具
◆教材費／資料代初回１，０００円

デジタルカメラの取扱説明書を読んでもよく分からない、そんな初心
者向けの講座です。基本操作を学び、お花・人物・風景などを美しく撮
れるような構図や被写体のコーディネートにも挑戦します。ＳＮＳなどにも
活用できるスタイリッシュな写真を目指しましょう。

自分らしく充実した生活を送るためには、しっかりした老後の設計
が欠かせません。身辺整理と処分方法、介護・成年後見制度や遺
言、葬儀・お墓のことなど、自分自身のための、そして家族の負担
や迷惑軽減のための終活プランを、きちんとまとめておきましょう。

エスパル教室

１０月期 新講座
九 星気学

継続講座

月２回土曜日 １７：３０～１９：００
※日程 １０月３・１７日、
１
１月７・２１日、
１２月５・１９日
◆講 師 ／ 高 島 易 断 運命 鑑定 師

高島 忠伯

◆受 講 料 ・ 維 持 運 営費 ／３カ月６回… １１，
８８０円
（入会金２，
２００円別途）

◆持 参 品 ／ 筆 記 用具 、ノ ート
今年の運勢はどうだろうか？今月の吉方位、凶方位はどの方角？
あの人との相性はいいの、
悪 いの？そ の疑問は九星気学で解決できます。
九星気学を使って幸運をつまみましょう。

手 相学・ 人相学

6カ月講 座

月２回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １０月３・１７日、
１１月７・２１日、
１２月５・１９日
◆ 講 師 ／ 高 島 易 断 運命鑑定師 高島忠伯
◆ 受 講 料 ・ 維 持 運 営費／３カ月６回…１１，
８８０円
（入会金２，
２００円別途）

◆持参品／筆記用具
◆ 教 材 費 ／ 資 料 コ ピー代実費
手相と人相には、過去、現在、未来の吉凶が表れていますが、それにとらわ
れて一喜一憂せずに、例えば「凶」が表れた時、それを今後の人生のために、
どうしたら吉運が得られ、幸せをつかめるかを学ぶのが、手相学、人相学です。
手相、人相は良くも悪くも心の持ち方、考え方次第で変わります。学んで自分の
人生をラッキーにしましょう。

河 北ＴＢＣカルチャーセンター エスパル教室

0 2 2 - 2 6 6- 2 2 7 2（日曜日・祝日を除く１０時～１９時）

河北 TBC カルチャーセンター

2020 年

１０月期

メルパルク教室
０２２-７９２-８１２３

受付時間/10：00～18 ：00
（日曜・祝日・休講日を除く）

AUTUMN
カルチャーセンターのご利用が初めての方は
入会金２，２００円(１年間有効)が必要です。

ラ フ タ ー ヨ ガ ～笑いは“不調”の特効薬～
月２回木曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １０月８・２２日、１１月１２・２６日、
１２月１０・２４日
◆講師／ラフターヨガ・リーダー 髙島 恵美子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／動きやすい服装、汗ふきタオル、キャップ付き飲み物
「あははは！」と笑う健康法、伝授します。笑えば、あ～ら不思議…心
も体も元気になっちゃいます。「病気予防」にも「脳トレ」にも「不調改善」
にも！ ご存じですか？ １週間に１回も笑っていない男性が２割もいるこ
と。あなたが笑えば、見ているだけで、つられて笑ってしまいますよ。お
腹の底から笑って、まわりも元気にしちゃいましょう！

食卓を楽しむテーブルコーディネート
～美しくおいしく心地よい食卓を～

月１回水曜日 １０：００～１２：００
※日程 １０月７日、１１月４日、
１２月２日

焙りたてコーヒー講座 ～基礎コー ス～
月２回水曜日 １３：００～１５：００
※日程 １０月７・２１日、１１月４・１８日、
１２月２・１６日
◆講師／珈琲飲み処いりたてや 代表 能澤充
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円
◆持参品／筆記用具、マグカップ
◆教材費／１回５００円
本当に美味しいコーヒーは「ひきたて」ではなく「焙りたて」です。初め
ての方でも簡単に「５分でできる」コーヒー焙煎を毎回実習しながら、淹
れ方はもちろん、知らなかったコーヒーの知識、世界のコーヒーの飲み比
べ、最近注目のコーヒーの健康効果などを、楽しく学んでいきます。

和 太鼓 “ Ato a . ” の創作 神楽 舞
月２回金曜日 １８：００～１９：３０
※日程 １０月２３・３０日、１１月６・２０日、
１２月４・１８日

◆講師／おもてなし料理協会認定校
ル・ブルジョン主宰 渡辺ワカナ
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６,２７０円
◆持参品／筆記用具、最終回にエプロン、ハンドタオル
◆教材費／２,０００円（２回目は３,０００円）

◆講師／和太鼓 Atoa. 高橋亮他
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０,２３０円
◆持参品／動きやすい服装、室内靴、タオル
◆教材費／扇子３，０００円、白にぎて３，５００円

少しのアイディアと工夫で、食卓はぐっと華やかになります。３回の講座
は、テーブルコーディネートの基本とナプキンワーク（折り方とナプキン飾り
の創作）、テーブルフラワーアレンジメント、最終回はおしゃれなフィンガー
フードを作ってパーティー気分を楽しみます。心躍るような食卓の演出を学
びませんか？

東日本大震災を機に仙台で活動する和太鼓グループ“Atoa.（アトア）”
が、鎮魂の思いも込めて創作した神楽舞を覚えてみませんか。神楽は本来
神事で、体験する機会は少ないですが、踊りは美しくダイナミックで、無駄
のない身体の使い方を学べます。小学生の運動力養成から大人の健康づ
くりの機会を、心も体も躍る体験とともに提供します。

生 年 月 日 探 求 講 座 Ⅰ

骨盤底筋トレーニングヨガ

月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １０月１７日、１１月２１日、
１２月１９日
◆講師／リーディングカウンセラー 本田 由香
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／筆記用具、ノート
生年月日は偶然の数字ではありません。魂が決めてきた、その方
の「暗号」が隠されていて、深い意味が込められた数字です。自分の
強み、クセ、基本的な資質、今生の克服課題。これらを知ることで、
自分らしく、生きやすくなります。自分を知って、幸運な人生の扉を開
きましょう。

月２回金曜日 １４：００～１５：３０
※日程 １０月９・２３日、１１月１３・２７日、
１２月１１・２５日
◆講師／骨盤トレーニングヨガＴＴ取得 上野 協子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／動きやすい服装、タオル、飲み物
ヨガの初心者や、「骨盤底筋」の言葉にピンときた！という方,そして
産後のママ、年齢を重ねてもアクティブな生活を送りたい方。そんなあ
なたにお薦めのクラスです。産婦人科女医のヨガマスター考案のポー
ズで、皆で一緒に楽しみながら究極のインナーマッスル＝骨盤底筋を
鍛え、いつまでも若々しい身体をつくりましょう。くびれも手に入ります！

パンとスープのマリアージュⅡ
～手作りパンと季節のスープの教室～

月 1 回土曜日 １３：００～１６：３０
※日程 １０月２４日、１１月２８日、１２月２６日
◆講師／仙台市地域活動栄養士会会員 徳山 景子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具、三角巾、手拭きタオル、
持ち帰り容器、またはビニール袋２～３枚
◆教材費／１回８００円程度
パン作りが初めてという方でも、簡単に失敗なく、美味しいパンを作って
いただけるよう、生地のこね方、発酵、成型、焼成まで丁寧にレッスンしま
す。パンと一緒に楽しめる、旬の野菜を使った体にやさしい美味しいスー
プもご紹介します。

ほぐれてすっきり

ヘッド＆
ハンドセラピー

月 1 回水曜日 １３：００～１４：３０
※日程 １０月２１日、１１月１８日、
１２月１６日
◆講師／ヘッドセラピスト 本田 由香
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／バスタオル、フェイスタオル各１枚、
動きやすい服装
◆教材費／かっさ(頭皮をほぐすプレート)２，２００円
現代人の疲労ナンバーワンとも言われる「目の疲れ」、パソコン、スマホ使
用からくる「首、肩のコリ」あまり知られていない「頭皮のむくみ、張り」。これら
の悩みを、簡単に、しかも気持ちよく解消できるのが「ヘッドセラピー」です。
そして「ハンドセラピー」で、癒しと円満な人間関係をつくってみませんか？

池 坊 い け ば な 教 室
月３回月曜日 １３：００～１５：００
※日程 １０月５・１２・１９日、１１月２・９・１６日、
１２月７・１４・２１日

直感を磨くメンタルタロット講座～基礎編～
月２回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １０月１０・２４日、１１月１４・２８日、
１２月５・２６日
◆講師／メンタルタロットセラピスト 小松美鈴
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆教材費／筆記用具、ＯＳＨＯ 禅タロット。
購入希望の方は実費(３，２００円程度）にてこちらで準備いたします。

絵柄の全部違う「ＯＳＨＯ 禅タロット」を使い、暗記のいらない「メンタ
ルタロットリーディング」です。１枚引きによる、いま必要なメッセージか
ら、３枚引きによる具体的な解決策までを占う、初心者でもできる入門
コース。悩んだ時、迷った時の力強い味方がタロットカードです。

中国語検定試験向け 初級クラス
月２回土曜日 １０：００～１２：００
※日程 １０月１０・２４日、１１月１４・２８日、
１２月１２・２６日
◆講師／東北外語観光専門学校中国語講師 楊 旭
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具、ノート
◆教材費／テキスト代 2,000 円程度
今、 中国語の需要が高まっています。日常会話ができるレベルになれ
ば、企業などへの就職、転職のチャンスも増え、人と人との交流も深まりま
す。目標を決めて一緒に学習しませんか。HSK 中国語試験 1 級、2 級向け
の初級クラスです。短期間の集中学習で資格を取りましょう！(HSK は中国
政府教育部が認定する検定試験です)

夢 占 い 入 門
月１回水曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １０月２１日、１１月１８日、１２月１６日

◆講師／華道家元池坊教授 知識 香翠
◆受講料・維持運営費／３カ月９回…１２，８７０円
◆持参品／筆記用具、花ばさみ、花袋、タオル
◆教材費／テキスト１，０００円程度
◆花材費／1 回１，１００～１，６５０円程度

◆講師／夢占いアドバイザー 本田 由香

初めての方、一時お休みしていた方、さらにレベルアップを目指す上級者ま
で、幅広く丁寧に指導いたします。お花を生ける楽しさを知ってもらえるよう、基
本から応用へステップアップしていきます。花や草木は何も語りませんが、四季
折々に触れながら命の大切さを見つめ、心の文化「いけばな」を多くの方々に
体験してもらえたらと思います。受講３カ月でお免状を申請できます。

文明の始まりとともにあった「夢占い」。現実にはないものをも再現し
て見せる夢は、科学が発達した現代においても謎に満ちた世界です。
古来、人の心を誘ってやまない「夢文化」に触れながら、無意識からのメ
ッセージをひもといて、楽しく活用してみませんか？

暮らしに活かす風水
月１回土曜日 １３：００～１４：３０
※日程 １０月１７日、１１月２１日、
１２月１９日

◆受講料・維持運営費/３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／筆記用具
◆教材費／夢占い辞典代１，０００円

素敵にシャンソン
月２回火曜日 １０：００～１２：００
※日程 １０月６・２０日、１１月１７日、１２月１・１５・１８日

◆講師／住宅鑑定風水インストラクター
本田 由香
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／筆記用具

◆講師／シャンソン歌手 公 眞由美
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆教材費／楽譜コピー代実費
◆持参品／筆記用具、スリッパ

「衣食住、人間関係も含めたすべての環境次第で、人の運は変わ
る」。約 4000 年前の中国で発祥した「風水」の思想です。日々の暮らし
に風水を取り入れて、住空間を快適にして運気の流れを良くする方法
を、初心者の方でも簡単に学べる講座です。

シャンソンはフランス語で「歌」。日常の出来事や身近な暮らしから日
記のように生まれ、さまざまな愛を歌います。ちょっとおしゃれをして,素
敵にシャンソンを歌いましょう。初めての方にも楽しんでいただけます。

