紙を綴 じる愉しみ ～ 製 本 入 門 編 ～
月１回土曜日 １３：００～１６：３０
※前期日程 ５月１・２２日、６月２６日

入金締切：４月３日(土)

◆講師／紙本（しほん）・書籍保存修復 金野聡子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…２０，１３０円
◆持参品／製本道具一式（カッター、定規など）
※詳細は講座時説明
◆教材費／スターターキット１４，３００円～、
作品ごとに材料費として１，９８０～４，４００円
西洋の伝統的な職人技術で“手製本”。作ってみたいけれど、作り方が分からな
い。どのような道具や材料が必要なのか分からない…という方に最初の一歩となる
「紙の方向性」「糊(のり)」そして「本の構造」についてのレクチャーから始めます。世
界に１冊だけのオリジナル本を作ることによって、紙を綴(と)じる愉(たの)しみを体験
しましょう。出来上がった作品を手にした時の感動はあなただけのものです。

みんなで婚活応援セミナー

～結婚を希望する方を
応援しませんか！～

月１回金曜日 １３：００～１５：００
※日程 ４月２３日、５月２８日、６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
お子様の結婚を応援してあげたいとお考えの親御さんも、身近な独身者の
幸せづくりのお手伝いをしたいと考えていらっしゃる方も、みんなで婚活を応援
するセミナーです。現代の婚活事情や結婚観、多様な婚活のあり方、効果的
なフォローや後押しの仕方、未婚者との向き合い方などを、ご成婚実績・２年
連続全国最優秀賞の結婚相談所が伝授いたします！

ビューティ フラ・火

（初級〜中級者対象)

火曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ４月６・１３・２０・２７日、５月１１・１８・２５日、
６月１・８・１５・２２日
◆講師／ケ オル マカニ カ ウヒヴァイ オ カ アイナ
主宰 菊地恵子、同講師 菊地里奈
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回１５，５１０円
◆持参品／T シャツ、タオル、水分補給の飲み物、
パウスカートまたはフレアースカートかパンツ
◆教材費／曲のＣＤ。希望の方のみ 1 枚３００円。
幅広い年齢の方が楽しめるフラです！ ハワイの先生（クムフラ）直伝
のフラを、基本から丁寧にご指導致します。一緒に踊ってみませんか？
ハンドモーションの 1 つ 1 つの意味を理解しながらハワイの文化も学びま
す。素敵な仲間と一緒に Aloha な時間を楽しみましょう！

絵画鑑賞講座

～ 心の眼 で 観る
楽しい絵の世界～

月２回水曜日 １３：００～１５：００
※４月期日程 ４月１４日、５月１２日、６月９日
（上記、教室で受講。ほか、月 1 回、美術展等で鑑賞）

◆講師／宮城教育大学名誉教授 渡辺雄彦
河北美術展参与 志賀一男
宮城県芸術協会理事 桜井忠彦
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具
◆交通費等／各自
油絵、水彩、アクリル画、版画等を専門にする講師たちが、それぞれの
立場から絵画鑑賞のポイントを分かりやすく解説する講座です。仙台市内
などで開かれる美術展も探訪しながら、日本画と洋画、あるいは抽象画と
具象画、版画の種類など、さまざまな興味や疑問にお答えします。

くずし字で読む 『おくのほそ道』
月２回土曜日１３：００～１５：００
※前期日程 ４月１０・２４日、５月８・２２日、６月１２・２６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。

ビューティ フラ・水

（初心者〜初級者対象)

月３回水曜日 １３：３０～１５：００
※日程 ４月７・１４・２１日、５月１２・１９日、６月２・９・１６日
◆講師／ケ オル マカニ カ ウヒヴァイ オ カ アイナ
主宰 菊地恵子、
同講師 倉田すみれ、佐々木美沙
◆受講料・維持運営費／３カ月８回１２，３２０円
◆持参品／T シャツ、タオル、水分補給の飲み物、
パウスカートまたはフレアースカートかパンツ
◆教材費／曲のＣＤ。希望の方のみ 1 枚３００円。
初心者の方でも安心して参加いただけるよう、基本のステップを丁寧に
ご指導致します。フラはシェイプアップや体幹を鍛える効果があるとされて
いて、健康維持にも繋がります！ 優雅なハワイアンミュージックに癒され
ながら一緒にフラを楽しみませんか？

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 ４月１０・２４日、５月８・２２日、６月１２・２６日
◆講師／イラストレーター・臨床美術士 さとうあけみ
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円
◆持参品／作品を持ち帰るエコバッグ
◆教材費／１回３００～５００円
一人一人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、伸び伸び、生き生きと楽しく制作
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。

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 ４月２８日、５月２６日、６月２３日

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 ４月１６日、５月７・２１日、６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
◆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。

癒しのアロマと筋膜リリース・ヨガ
月２回水曜日 15：３０～１７：００
※日程 ４月１４・２８日、５月１２・２６日、６月９・２３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

◆講師／ヨガインストラクター ｓａｏ
◆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、
テニスボール２個

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。

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。

九星気学～入門編～
月２回土曜日 １７：３０～１９：００
※前期日程 ４月３・１７日、５月１５・２９日、６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
◆持参品／筆記用具、ノート
◆教材／初回講座時説明
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かみましょう。

３カ月ですっきりさせる！ハッピーお片づけ講座

月２回金曜日 １３：００～１５：００
※日程 ４月２・１６日、５月７・２１日、６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
「ハンカチは５枚あればいい」（すばる舎）著者があなたのお宅の片づ

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 ４月２１日、５月１９日、６月１６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。

はじめての英会話・月 －入門コース－
月曜日 １０：３０～１１：４５
※日程 ４月５・１２・１９・２６日、５月１０・１７・２４・３１日、
６月７・１４・２１日
◆講師／ジェイムズ英会話講師
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１７，８２０円
◆持参品／筆記用具、ノート、できれば辞典類
◆教科書代／３，２００円程度

けポイントを引き出します。帰宅後すぐに始められますよ。フリーアナウ

もう一度英語を習ってみたいと思っている人向きの会話講座です。

ンサーでもある講師は褒め上手なのでやる気になると好評です！

世界の公用語ともいわれる英語を少しずつ自分のものにして、会話

片づけは順番が大切。３ヶ月ですっきり！ハッピーを目指しましょう。

を楽しんでいきましょう。

手相学・人相学

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 １８：３０～２０：００

月２回土曜日 １５：３０～１７：００

※前期日程 ４月９・１６日、５月１４・２８日、６月１１・１８日

※前期日程 ４月３・１７日、５月１５・２９日、６月５・１９日

◆講師／コーチング研修会社ドリームフィールド社長

◆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
◆持参品／筆記用具
◆教材費／資料コピー代実費

（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
￥

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。

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。

家 系 図 を 作 ろ う

聖 書 の 人 間 像

月２回水曜日 １０：３０～１２：００
※日程 ４月１４・２８日、５月１２・２６日、６月９日

月１回金曜日 １０：３０～１２：００
※日程 ４月１６日、５月２１日、６月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

◆講 師／日本キリスト教団西仙台教会牧師、
宮城学院女子大学非常勤講師 早坂文彦
◆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
◆教材費／資料コピー代実費

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。

紀元前１０００年頃に書き始められ紀元後４世紀には現在の形にまとめられ
ていた聖書は、翻訳数が数千、発行部数は数十億といわれ、一宗教の正典
の枠を超えて膨大な数の人々に読み継がれてきました。そのわけは、「神は
言われた。『光あれ。』」（創世記１：３）聖書冒頭のこの言葉一つをとっても、
苦しむ者を立ち上がらせるに十分な力があったからです。

水彩画を楽しむⅠ

水彩画を楽しむⅡ

月曜日 １５：３０～１７：３０

金曜日 １５：３０～１７：３０

※日程 ４月５・１２・１９・２６日、５月１０・１７・２４・３１日、
６月７・１４・２１日

※日程 ４月２・９・１６・２３日、５月７・１４・２１・２８日、
６月４・１１・１８日

◆講師／河北美術展参与 志賀一男
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１５，１８０円
◆持参品／水彩絵具一式、
画用紙又はスケッチブック F８
◆教材費／２，０００円前後（３カ月毎）
水彩画を楽しんでみませんか。それには初めに基礎・基本をしっかり身に
付けることが大切です。❶対象をどう画面に取り入れるか❷どんな色彩表現
にするか―をよく考えましょう。そのうえで創意工夫を凝らし、水性の特質を
生かしながら独自の表現を探求していきます。この講座では人物画の実技
を中心にしますが、時には写生、静物画もあり、鑑賞も行います。

私のベストカラー＆アクセサリー
月２回火曜日 １８：４５～２０：１５
※日程 ４月６・２０日、５月１１・１８日、６月１・１５日

◆講師／日本水彩画会常務理事 吉田利弘
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１５，１８０円
◆持参品／水彩絵具一式、
画用紙又はスケッチブック F８
◆教材費／２，０００円前後（３カ月毎）
共通のモチーフを基にした表現が基本になりますが、水彩絵の具の効果をさま
ざまに体験する中で、受講者の皆さんが持っている潜在能力を発見していただく
ようにしていきます。人物画、静物画、風景画の制作体験だけでなく、時にはさま
ざまな作品の鑑賞の機会を設け、表現のバリエーションを広げていただきます。
個々人それぞれに持ち味がありますので、それらが最大限発揮できるよう個に応
じた支援・指導を心掛けております。

入

門

中

国

語

月２回木曜日 １８：３０～２０：００
※日程 ４月８・２２日、５月１３・２７日、６月１０・２４日

◆講師／日本色彩学会正会員、照明学会正会員
日本パーソナルカラー協会正会員 早坂宏美
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／配色カード１９９ａ（７５６円）、のり、はさみ、
小さなニッパー、筆記用具
◆教材費／アクセサリーパーツ代（１回１，０００円程度）

◆講師／宮城学院女子大学講師 屈明昌
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１２，８７０円
◆持参品／ノート、筆記用具
◆教材費／資料コピー代実費

短期間に色彩の基本を理解し、自分により調和感のある色使いを演習し
ながら、日常のさまざまな場面で美しく彩るための方法を身に付けましょう。
自分に似合う色・形のアクセサリーを作れば、誰にも真似（まね）のできない
ただ一つのアイテムが手に入ります。色に興味のある方、自分が変わりたい
方にお薦めです。

中国語をゼロから勉強する人のための入門講座です。日本語とは異なる
発音の仕方、簡単な会話、基本的な単語・文法をじっくり学びます。
授業では、言葉だけでなく、中国の歴史や文化、人々の暮らしぶりなども
紹介していきます。

やさしい世界史

～中世ヨーロッパの戦争～

月２回木曜日 １０：３０～１２：００
※日程 ４月８・２２日、５月１３・２７日、６月１０・２４日

日本近代文学

～渋沢栄一自伝
『雨夜譚』を読む～

月２回月曜日 １３：００～１４：３０
※日程 ４月５・１９日、５月１７・３１日、６月７・２１日

◆講師／東北学院大学文学部非常勤講師 出村伸
◆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

◆講 師／宮城教育大学名誉教授 渡辺善雄
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具、ノートなど
◆教材費／資料コピー代実費

ヨーロッパを旅して、私たちが目にする歴史的建築物の多くは、軍事上の
機能をもっています。領主の城砦や城郭都市のみならず、礼拝堂さえも村落
では唯一の、都市では最大の避難所の役割を果たしていました。本講座
は、十字軍や百年戦争のようなよく知られた出来事や、日常的なさまざまな
争いを通じて、中世ヨーロッパにおけるその社会的・文化的背景を探ります。

『雨夜譚(あまよがたり)』（岩波文庫）は、ＮＨＫ大河ドラマ『青天を衝け』の主人
公、渋沢栄一の自伝である。幕末、血気盛んな渋沢は尊王攘夷の志士となる
が、知人の紹介で一橋慶喜(よしのぶ)に仕えた。その弟・昭武(あきたけ)のフラ
ンス留学に同行して、西洋をつぶさに見た。その経験を生かして、明治維新後
は経済官僚として活躍。後に実業家として多くの銀行や会社を設立して、日本
経済の基礎を作った。自伝から波乱の青春が浮かび上がる。

刻

字

月曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 ４月１・８・１５・２２日、５月６・１３・２０・２７日、
６月３・１０・１７日
◆講師／河北書道展企画会議副議長 後藤大峰
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１５，１８０円
◆持参品／筆記用具
◆教材費／５，０００円前後（彫刻刀、木づち…希望者）
「刻字」とは、文字を木や石に彫って、立体的に書を表現する立体書芸です。
刻字作品は現代生活のインテリア的要素として高く評価され、玄関、応接間、
書斎、床の間などに掲げられて、新しい書の分野として発展しております。現代
の刻字は、自ら書いて自ら刻するという手法ですが、その根本になる書道は不
得手な人にも、分かりやすく古典を基として、創作への手引きをいたします。

池坊いけばな教室
月３回金曜日 １８：００～２０：００
※日程 ４月２・９・１６日、５月７・１４・２１日、６月４・１１・１８日
◆講 師／宮城県華道連盟評議員
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、
花材１回１，１００～１，６５０円（１カ月前納制）
初めての方、一時お休みをしていた方、もっとレベルアップを目指す上級
者まで、幅広く対応しています。本講座では、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、四季折々のそれらに触れ、命の大切さを見詰めることで、心の
文化「生け花」を多くの方々に体験してもらいたいと思っています。期間は
３ヵ月でお免状を申請できます。

ゆ っ た り 陶 芸
木曜日 １８：００～２０：００
※日程 ４月１・８・１５・２２日、５月６・１３・２０・２７日、
６月３・１０・１７日
◆講師／陶芸作家 相澤智美
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１５，５１０円
◆持参品／エプロンなど。お持ちの方は自前の工具
◆教材費／粘土代実費２，０００円、工具代２，０００円
自分の心に浮かんだカタチを、粘土に託して思い思いに作りましょう。
湯呑（の）み、ご飯茶碗（わん）、カップやぐい呑みなど、自分使いの器から親
しい人へのプレゼントまで。仕事帰りや夜のひととき、気軽に陶芸を楽しみま
せんか？初心者も大丈夫。基本から自由作品へ進めますよ。

かるたで元気！百人一首
月２回水曜日 １３：３０～１５：００

入会前に見学必須

※日程 ４月１４・２８日、５月１２・２６日、６月９・２３日
◆講師／宮城県かるた協会常任理事 徳永理枝
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円
◆持参品／筆記用具など
◆教材費／コピー代実費
万葉から鎌倉まで、時の流れを一気に味わうことのできる百人一首。歌の鑑賞
ももちろん素晴らしい優雅な時間ですが、体を動かして若さを保つ軽スポーツ
としての一面も魅力です。１０００年の時を超えて一つ一つの詩が送り届けてく
れる情景や想いを受け止めながら、大きな声で詠み、札を取ることで、脳と身
体のトレーニングができるのです。楽しみながら少し汗を流して、じっくり、ゆっく
り。「競技かるた」の世界を一緒に歩んでいきませんか。

日 本 画 ( 朝 )
月２回火曜日 １０：００～１２：００
※日程 ４月１３・２７日、５月１１・２５日、６月８・２２日
◆講師／宮城県芸術協会絵画部部長 庄子幸一
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／絵画道具一式
（日本画の絵具、絵具皿、筆などは講師が説明）

絵画に必要な、基本的な勉強から始め、日本画の絵の具を使って、作
品を仕上げていきます。伝統的な画材や技法の説明もありますので、初
心者の方も無理なく日本画を学ぶことができます。

数学で考えてみよう
月２回土曜日 １３：３０～１５：００
※日程 ４月３・１７日、５月１５・２９日、６月５・１９日
◆講師／東北大学准教授 清水悟
◆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
◆テキスト／『Ａクラスブックス 中学図形と計量』
（深瀬幹夫著、昇龍堂出版、本体価格９００円）
学校を卒業してから何年もたったけれど、「数学」がちょっと気になる。もう
一度「数学」をやり直したいと思っているけれど、勉強の方法が分からない。
そのような大人のための数学を楽しむ講座です。人生の経験値を積んだ大
人の学びは、１０代のときのそれとは違うはずです。基本を十分に理解した
上で、ゆっくりと問題を解いてみましょう。

２０２１年

メルパルク教室

４月期
ＳＰＲＩＮＧ

受付時間/10：00～18：00

０２２-７９２-８１２３

（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。

床

バ

レ

エ

月２回金曜日 １４：００～１５：００
※日程 ４月９・２３日、
５月１４・２８日、６月１１・２５日
◆講師／床バレエインストラクター
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
“美尻王子”こと竹田純先生が考案した床バレエ。床に座るか、寝っ
転がりながら行える、バレエから生まれたストレッチエクササイズです。
バレエの経験がない人も、身体が固い人、運動が苦手な人も、誰でもが
楽しく始められるメゾットです。

書を学ぶⅡ～初歩からの書道～
月３回土曜日 １８：００～２０：００
※日程 ４月３・１０・24 日、
５月８・１５・２９日、６月５・１２・１９日
◆講師／河北書道展運営委員 加藤 松軒ほか
◆受講料・維持運営費/３カ月９回…１２，８７０円
◆持参品／下敷き、文鎮、硯、硯敷(１００円ショップで調達も可)
紙、筆、墨汁(申し込みがあれば準備します)

◆教材費／競書本８００円。手本代５００円、４カ月目からは１,０００円
書道は、自分と向き合える一生の趣味になります。経験のない方に
も、道具の選び方や筆の持ち方から、しばらくぶりにまた始めたいという
方にも、丁寧に指導させていただきます。

世界を旅するフォークダンス
月２回木曜日 １８：００～２０：００
※日程 ４月８・２２日、５月１３・２７日、
６月１０・２４日
◆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
※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。

朝ごぱん昼ごぱん夜ごぱん
～美味しいパンの作り方～

月 1 回土曜日 １４：００～１７：３０
※日程 ４月１７日、５月１５日、
６月１９日
◆講師／ 門間 哲子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具、エプロン、ビニール袋 2 枚、紙袋
◆材料費／１回８００円程度
初めてだけど…美味しいパンを作ってみたい！いろいろ作ってきたけれ
ど…もっと美味しいパンが焼きたい！生地のこね方から発酵、成形、焼き方
まで丁寧にお伝えします。パンに合わせてストレート法、中種法、ポーリッシ
ュ法など様々な技法で作るので、もっとパンの世界を知りたい方にもおすす
めです。一つのレシピから 2 種類のパンを作り、みんなで味わいましょう！

赤ちゃんとママハッピーサロン
※２カ月～１０カ月の母子対象

月２回木曜日 １３：００～１４：３０
※日程 ４月８・２２日、５月１３・２７日、
６月１０・２４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♪

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 ４月１０・２４日、５月８・２２日、
６月１２・１９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。

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。

ほ

ぐ

し

の

ヨ

ガ

月３回火曜日 １０：００～１１：１５
※日程 ４月６・１３・２０日、
５月１１・１８・２５日、６月１・８・１５日
◆講師／ヨガインストラクター、
ペルビッグ(骨盤)ストレッチマスタートレーナー
井上 玲子
◆受講料・維持運営費／３カ月９回…１２，８７０円
◆持参品／体を締めつけない動きやすい服装、
長めのタオルまたは 120 ㎝程度のベルト、飲み物
肩・腰・膝の痛み、下腹ぽっこり、猫背、冷え性、便秘、尿トラブル…。そんな
不調は、身体の歪みが原因かもしれません。ほぐしのヨガで身体を整え、不調を
解消していきましょう。骨盤周辺を意識したトレーニングも取り入れ、軽く楽に動
けるからだを目指していきます。身体が固いから…と今までヨガを諦めていた
方、ご高齢の方も安心してご参加ください。

暮 ら し に 活 か す 風 水
月 1 回土曜日 １３：００～１４：３０
※日程 ４月１７日、５月１５日、
６月１９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
「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。

アロマテラピーの楽しみ方
月 1 回土曜日 １０：３０～１２：００
※日程 ４月３日、５月１５日、６月５日
◆講師／ＡＥＡＪ認定アロマテラピスト、
アロマテラピーインストラクター 青木 玲子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／筆記用具、バスタオル、
フェイスタオル各 1 枚(ハンドトリートメントで使用)
◆教材費／１,０００円程度
まずは好きな香りを楽しむことから始めましょう！好きな香りをディフュー
ザ―で香らせてリラックスしたり、お風呂に入れて楽しんだり。オリジナルの
アロマスプレー作り、トリートメントオイルを作ってボディケアなど。暮らしに心
地よい植物の香りを取り入れてみませんか？

開運数秘術～入門クラス～
月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ４月１７日、５月１５日、
６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、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。

色 を 楽 し む メ イ ク 講 座
月２回水曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ４月１４・２８日、５月１２・２６日、
６月９・２３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！

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 ４月７・２１日、５月１２・１９日、
６月２・１６日
◆講師／上級スマイルクリエーター ほりごめ ゆか
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／手鏡
日ごろ使ってない表情筋は、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！

ディスコダンスを踊ろう！
月２回金曜日 １８：００～１９：１５
※日程 ４月９・２３日、
５月１４・２８日、６月１１・２５日
◆講師／Ｋｙｏｋｏ Ｃｈｅｅｒ Ｄａｎｃｅ Ｐｌａｃｅ
主宰 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
あのころ、私は輝いていた！あの日踊れなかったけれど、また挑戦し
たい！ そんなあなた、もう一度、簡単なステップからやってみません
か。ディスコダンスで永遠の若さを手にしましょう。ディスコのリズムが流
れると、ひとりでに身体がノリノリに！みんな、ハッスルしましょう！

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 ４月８・２２日、
５月１３・２７日、６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！

