くずし字で読む 『おくのほそ道』
月２回土曜日１３：００～１５：００
※日程 １月９・２３日、２月１３・２７日、３月１３・２７日
◆講師／生涯学習インストラクター 佐藤徳郎
◆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
◆教材費／初回テキスト代１,１００円、
ほか随時。コピー代実費
松尾芭蕉の『おくのほそ道』。江戸時代の木版本を使って「くずし字」で
読みながら、全行程約六百里（２,４００キロ）、約１５０日に及ぶ旅の気分を
一緒に楽しみましょう。古文書に接するのが初めての方でも取り組めるよう
に、仮名（変体仮名）の読み方から分かりやすく説明します。古文書を勉強
してみたい方も大歓迎。お気軽にご参加ください。

心に届く話し方～笑顔になるコミュニケーション～
月２回金曜日 １８：４５～２０：１５
※前期日程 １月１５・２９日、２月１２・２６日、３月１２・１９日
◆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

「りらく」を語る ～りらく提携講座～
月１回金曜日・１３：００～１４：３０
※日程 １月２２日、２月２６日、３月２６日
◆講 師／りらく創刊者・名誉編集長 浅井宣夫
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，９３０円
仙台の月刊誌「りらく」を発刊して、足掛け２２年になります。ヤング
向け情報誌を数十年手掛けた後、その全盛期に独立して、中高年
向けの雑誌の創刊に挑んだ歴史などを語りながら、「りらく」を愛して
くださる皆さんと共に、地方出版の意義や、東北の旅や食、人など、
人生の楽しみを語り合える場になれば、と思っています。

読書の散歩道～人気作家の短編を楽しもう～
月１回火曜日 １８：３０～２０：００
※前期日程 １月２６日、２月１６日、３月２３日
◆講師／編集者、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３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具、ノートなど

￥

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。

読書は一人でするものですが、読んだ本のことを仲間と話し合えば、
本への興味はいっそう広がり、深まります。村上春樹さん、浅田次郎さ
んら人気作家の短編小説を一緒に読み、その魅力や感想など、リラック
スして本の話を楽しみましょう。

癒しのアロマと筋膜リリース・ヨガ

しあわせサポーター養成講座

月２回水曜日 15：３０～１７：００
※日程 １月１３・２７日、２月１０・２４日、３月１０・２４日

～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 １月２１日、２月１８日、３月１８日

◆受講料・維持運営費／３カ月６回１１,８８０円
◆持参品／動きやすい服装、テニスボール２個、タオル

◆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

アロマセラピーは、植物の香り成分の精油を使って、心身のトラブルを穏
やかに回復させ、健やかに整えます。筋膜リリースは、全身の筋肉を包む膜
を解きほぐし、筋肉の柔軟性を引き出して、関節の可動域を滑らかに拡げ
ます。芳しい香り、ゆっくりした呼吸に合わせ、テニスボールややさしいヨガ
のポーズで筋膜リリースをしていきます。ふだん運動をされない方、初めて
の方も安心してご参加ください。

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。

◆講師／ヨガインストラクター ｓａｏ

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～

月１回水曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 １月２７日、２月２４日、３月２４日
◆講師／行政書士・社会保険労務士 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掛かってくるの？ 相続トラブルを回避するにはどん
な対策が必要？ 相続に関するそんな疑問や不安を解消しませんか。いま
話題の遺言書の作り方や生前贈与の方法、家族信託まで、さまざまな相続
の対策と基礎知識について、相続法（民法）の大改正を踏まえ、実例を交
えて分かりやすく解説します。皆さんの疑問や質問にお応えするコーナーも
ありますので、この機会をぜひご利用ください。

家系図を作ろう

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 １月１５・２９日、２月１２日、３月５・１９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
◆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)
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。

３カ月ですっきりさせる！ハッピーお片づけ講座

月２回水曜日 １０：３０～１２：００

月２回金曜日 １０：００～１２：００

※日程 １月１３・２７日、２月１０・２４日、３月１０日

※日程 １月１５・２９日、２月５・１９日、３月５・１９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

◆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

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。

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。

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 １月２２日、２月２６日、３月２６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。

仏のこころを写す

～写経・写仏教室～

月２回水曜日 １３：３０～１５：００
※１月２０日、２月３・１７日、３月３・１７・３１日
◆講 師／仙台仏教会会長、曹洞宗福聚院住職 伊達廣三
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円
◆持参品／色鉛筆、お好きな筆記用具(※)

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 １月２０日、２月１７日、３月１７日
◆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
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。

楽しく学ぶ！

漢方講座

月２回木曜日 １３：３０～１５：００
※１月１４・２８日、２月２５日、３月１１・２５日

◆テキスト／資料コピー代実費、
「あなただけの般若心経」(阿部慈園著,小学館,本体価格１，８９０円)

◆講 師／杜の都の漢方薬局 運龍堂・代表
博士（薬学） 佐藤貴繁
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…１０，２３０円
◆持参品／ノート、筆記用具など
◆教材費／資料コピー代実費

毎日の生活が目まぐるしく変化し、１日１日の生活が不安の中に置かれている人々がな
んと多いことでしょう。静かな空間で写経（経典を読みお経を書き写す）、写仏（仏画を拝
みその姿を書き写す）を体験してみませんか。写経・写仏の歴史は古く、約１０００年の昔
よりたくさんの方々が体験しておられます。物があふれ、欲しい物はなんでも手にするこ
とができる時代になっておりますが、本当の満足感を感じられない時代です。心に安らぎ
を、心に栄養を、写経・写仏を体験して心の真の安らぎを得ましょう。

漢方の基礎はもちろん、 実際のお薬の使い方まで学べます。漢方に興味
がある方、自身の健康に関心がある方にぜひ聞いていただきたいお話で
す。「使える漢方」の知識を身につけることで、 これからの健康作りに役立
てられます。漢方の知識が無い方でも大丈夫ですので、お気軽にご参加く
ださい。

（※鉛筆、ボールペン、サインペン、筆ペンなど）

２０２１年

１月期
ＷＩＮＴＥＲ

河北 TBC カルチャーセンター

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）

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 １月１４・２８日、
２月４・２５日、３月１１・２５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 １月６日、２月３日、
３月３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）
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？

開運数秘術～入門クラス～
月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １月１６日、２月２０日、
３月２７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、スリッパ
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。

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 １月１３・２０日、２月３・１７日、
３月３・１７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
◆材料費／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。

色 を 楽 し む メ イ ク 講 座
月２回水曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １月１３・２７日、２月１０・２４日、
３月１０・２４日
◆講師／パーソナルメイク・アドバイザー
ビューティージャパン東北グランプリ 島 望

◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０,２３０円
◆持参品／お持ちの化粧品一式、鏡
あなたの肌・髪・目から、最も魅力を引き立てる「色」を見つけていく「パーソ
ナルカラー診断」を取り入れ、「あなた」らしい化粧を皆さんで見つけていっ
たり、時・場所・場合（TPO）に合わせたメイクを学んだり、化粧に関すること
を楽しく学ぶ講座です♪ いつもと違う化粧に出合うことができ、おしゃれを
さらに楽しむことができます。ご参加をお待ちしています！

骨盤底筋トレーニングヨガ
月２回金曜日 １４：００～１５：３０
※日程 １月８・２２日、２月１２・２６日、
３月１２・２６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！

心とからだほくして楽しむパントマイム
月２回月曜日 １７：３０～１９：００
※日程 １月１８・２５日、２月１・１５日、
３月１・１５日
◆講師／パントマイムパフォーマー 森文子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円
◆持参品／動きやすい服装、タオル、手ぬぐいなど

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 １月９・２３日、２月１３・２７日、
３月１３・２７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
◆持参品／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。

からだ 1 つで、そこにないものを表すパントマイム。身体を丁寧にほぐし、
自分を感じて知ることから始めます。壁やロープ、動かないカバン・・・。ちょ
っとした宴会芸に使える小ネタから、表現磨きまで、身体で思いを表し伝え
る技術は人と人のコミュニケーションの力も育てます。それぞれの楽しみ方
が見つかりますよ。新しい「自分意見」の扉、開いてみませんか？

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。

赤ちゃんとママハッピーサロン

中国語検定試験向け 初級クラス

※２カ月～１０カ月の母子対象

月２回木曜日 １３：００～１４：３０
※日程 １月１４・２８日、２月４・２５日、
３月１１・２５日
◆講師／トナリのほいくし 代表 そね やすこ他
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆教材費／２，０００円
子育てが初めての新米ママ、引っ越したばかりの転勤族ママ、お仕事に復帰
予定の育休ママ、コロナでお疲れママも！ 赤ちゃんとママの遊びと学び、お友
達づくりのサロンです。ママ同士のおしゃべりや情報交換でリフレッシュ。泣いて
もぐずっても大丈夫よ。あそびにおいで♪ <内容>わらべうた遊び、ベビーマッ
サージ、おもちゃの手作り、子どもを守る防災術、子どもの写真整理術 etc

ス マ イ ル ト レ ー ニ ン グ
～ 表 情 筋 を 鍛 え て 美 し く ～

月２回水曜日 １０：００～１２：００
※日程 １月６・２０日、
２月３・１７日、３月３・１７日
◆講師／上級スマイルクリエーター ほりごめゆかり
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／手鏡

月２回土曜日 １０：００～１２：００
※日程 １月９・２３日、２月１３・２７日、
３月１３・２７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)

プラモデルの飛行機、作ろう！
月２回水曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １月２０・２７日、２月３・１７日、
３月３・１７日
◆講師／仙台翼産会元会長 及川 譲
◆受講料・維持運営費/３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／接着剤、ニッパーなど工具一式

日ごろ使っていない表情筋は、年齢に関わらず衰えてきて、しわ、
たるみの原因となります。「スマイルトレーニング」は表情筋を柔軟に
鍛える、お顔の美容体操です。表情豊かな美しい笑顔を取り戻し、
自信を持ってコミュニケーションを取れるようになります。人との出会
いがもっともっと楽しくなりますよ！

子どものころ好きだった「プラモデル」を、もう一度作りませんか？まず
は飛行機を題材に、工具の使い方から組み立て、塗装の方法まで分か
りやすく、楽しくお教えいたします。同好の仲間と一緒に、夢の飛行機を
完成させましょう！

暮 ら し に 活 か す 風 水

世界を旅するフォークダンス

月１回土曜日 １３：００～１４：３０
※日程 １月１６日、２月２０日、
３月１３日

※詳しくは入会時に説明

月２回木曜日 １８：００～２０：００
※日程 １月１４・２８日、２月１８・２５日、
３月１１・２５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／日本フォークダンス連盟公認講師
門間 冨美子
◆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、室内シューズ、飲み物

「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。

※スポーツ保険加入をお勧めします。
オクラホマ・ミクサーやマイムマイムなど聞き覚えのある曲をはじめ、世界各
国の多彩な音楽と踊りを紹介します。講座では当面、手をつながずに踊ります
が、自然と笑みがこぼれるフォークダンスの魅力を十分感じていただけるでしょ
う。６回続き。男女とも。最終回はおさらい会です。各国の衣装をお貸しします。

