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 ７月２７日、８月２４日、９月２８日

レ

月３回水曜日 １３：３０～１５：００
※日程 ７月７・１４・２１日、８月４・１１日、９月１・８・１５日

（※１０月期以降 通常３ヵ月９回…１３，２００円）

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、重松清さんら人
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。

バ

初心者〜初級者対象

◆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

◆講師／河北新報「とうほく本の散歩道」執筆者、
編集者、東北大学出版会事務局長
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

床

ビューティ フラ・水

エ

月２回金曜日 １８：３０～１９：３０
※日程 ７月２・１６日、８月６・２０日、９月３・１７日

◆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？

～人生１００年時代
を豊かに〜

お金の種と仕掛けを知ろう！
月２回木曜日 １０：３０～１２：００

※日程 ７月１・１５日、８月５日、９月２・１６日

◆講師／床バレエインストラクター 上野協子

◆講師／ファイナンシャルプランナー 鍋谷雄貴

◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円

◆受講料・維持運営費／３カ月５回…９，１３０円

◆持参品／動きやすい服装、タオル、飲み物

◆持参品／筆記用具、ノート

“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、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。

人生１００年時代、豊かな将来を過ごすために必要なお金の知識を、楽しく
分かりやすくお伝えします。講師は社会保障や税金、資産形成方法などを
年間１００回、延べ２，０００名以上に講演してきたファイナンシャルプランナー
（ＦＰ）。マジックを趣味とする講師が、お金にまつわる現代社会の種と仕掛
けを明らかにしていきます。講師による個別相談会への参加にも応じます。

ニュース考現学

世界が広がる！ワインの基礎知識

月１回月曜日 １０：３０～１２：００
※前期日程 ７月５日、８月２日、９月６日
◆講師／元河北新報社論説委員長、
編集局長 鈴木素雄
◆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
私たちは毎日、新聞やテレビなどから多種多様な情報を得ています。怒った
り、悲しんだり、笑ったり、同感したり…。ニュースは世相を映す鏡です。です
が、うわべの出来事だけを追いかけていると、ついつい本質を見失いがち。
政治が庶民から遠いのはなぜなのか？女性の社会進出が進まない背景
は？ 震災復興の行方は？ ベテラン記者が具体的なエピソードを交えな
がら複雑なニュースの裏側を読み解き、今を生きるヒントを探っていきます。

月１回土曜日 １８：００～２０：００
※日程 ７月１０日、８月７日、９月４日
◆講師／J.S.A.認定シニア・ワイン・エキスパート、
サロン・ド・ヨーコ主宰 佐藤燿子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具
◆教材費／資料代各回３００円
ワインを基礎から学習したい方におすすめの初級講座です。ワインとはどの
ようなお酒か、赤ワイン、白ワイン、ロゼワインの色の違いはどこからくるの
か、スパークリングワインが泡立つ理由、有名なぶどう品種など、ワインの基
礎知識を６か月間で体系立てて習得していきます。受講すると、ワインショ
ップでお好みの味わいのワインが選べたり、レストランのお料理に合うワイン
を注文したりすることができるようになり、世界が広がります。

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 ７月２１日、８月１１日、９月１５日

コミュ力アップ講座

～「なるほど」を引き出す会話術〜

月２回金曜日 １８：３０～２０：００
※前期日程 ７月９・３０日、８月６・２７日、９月１０・２４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

◆講師／コーチング研修会社ドリームフィールド代表
阿部侑生
◆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。

「言いたいことが相手に伝わらない」、「自分でも何を言っているのか分か
らなくなる」という悩みを解消しませんか？ 話し方を変えるだけであなたの
印象がグッと変わり、仕事も人生もどんどん楽しくなっていきます。社会人と
して必要なコミュニケーション能力をアップさせる講座です。自分に自信を
持つ話し方を身につけましょう。

心のビタミン〜のびのびアート講座〜
月２回土曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月１０・２４日、８月２８日、９月１１・２５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５回…１０，２３０円

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 ７月３０日、８月２７日、９月２４日

◆持参品／作品を持ち帰るエコバッグ
◆教材費／１回３００～５００円

◆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 佐藤侑香、他
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具

一人一人は誰もがアーティスト。どなたでもすてきな作品が作れます。臨床
美術と呼ばれるクリニカルアートは絵やオブジェの創作を通して、心身のよ
みがえりを目指していきます。想像力やひらめきを司る右脳を刺激すること
でストレス緩和や認知症予防はもちろん、感性を伸ばす教育効果も期待で
きます。大人も子どもも、のびのび楽しく制作し、脳も気持ちも元気に！

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！

（１０月期以降、通常３カ月６回…１１，８８０円）

「歎異抄」を味わう
月２回土曜日・１５：３０～１７：３０
※前期日程 ７月１０・２４・３１日、８月２８日、９月１１・２５日
◆講師／真宗潜龍寺僧侶 釈徳法
◆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１，０００円、他コピー代実費
浄土真宗の開祖・親鸞の言葉を、弟子が書き残した『歎異抄』。仏教書
の中でも多くの人に読まれ、哲学者西田幾多郎は「一切の書物を焼失
しても『歎異抄』が残れば我慢できる」と言ったと伝えられています。
「私は無宗教だ」という方も大歓迎。時代を超え、生き方のヒントになる
言葉を一緒に味わいましょう。

優しいピラティス～体のラインをキレイに～
土曜日 １０：３０～１２：００
※日程 ７月３・１０・１７・２４日、８月７・２１・２８日、
９月４・１１・１８・２５日
◆講師／FTP Basic ピラティス・インストラクター
渡辺美樹
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１５，１８０円
◆持参品／動きやすい服装、タオル、飲み物など
（ヨガマットは教室に用意しています）
ピラティスは胸式呼吸を行い、体幹を鍛えるトレーニング。体の使い方を学
ぶ基礎トレーニングとして、アーティストやダンサーも取り入れている注目の
エクササイズです。ボディーラインが勝手に整うだけでなく美肌、姿勢改
善、心の活性化、腰痛・けが予防にも効果的です。初心者大歓迎です。

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 ７月２８日、８月２５日、９月２２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。

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 ７月１６日、８月６・２０日、９月３・１７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。

遠 州 流 茶 道
月２回火曜日 １３：００～１５：００
※日程（仮）７月６・２０日、８月３・２４日、９月７・２１日
◆講師／遠州流茶道仙台支部・支部長
清涼庵 高橋宗敬
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／白いソックス、扇子、懐紙、
袱紗（指定のもの）など
遠州流茶道は、江戸時代初期の大名、文化人の小堀遠州を祖とする格式ある
武家茶道の流儀です。『格から入り格から出る』をモットーに、基本を忠実に努
めながらも、創意工夫の精神も大切にする稽古を進めてまいります。思いやりの
心や気付きといった、日常生活を潤わせ豊かにする精神が自然に身につくよう
になります。茶風は『綺麗さび』と言われますが、武家・サムライのお茶ですの
で、男性にもぜひトライしていただきたいです。

家 系 図 を 作 ろ う

３カ月ですっきりさせる！ハッピーお片づけ講座

月１回金曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月１６日、８月２０日、９月１７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３回…８，５８０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！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。

津 軽 こ ぎ ん Ⅱ

月２回水曜日 １０：３０～１２：００

月２回火曜日 １５：３０～１７：３０

※日程 ７月１４・２８日、８月２５日、９月８・２２日

※日程 ７月１３・２７日、８月１０・３１日、９月１４・２８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。

ギター初級講座

～ギターを弾こう♪～

月２回土曜日 １８：００～１９：３０
※日程 ７月１０・２４日、８月２８日、９月１１・２５日
◆講師／ｍｕｓｉｃａ“ＥＳＴＡＣＩＯＮ”ギター講師
加藤幸恵
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…１０，８９０円
（１０月期以降、通常３ヵ月６回…１２，８７０円）

◆持参品／クラシックギター（アコースティック可）、
チューナー、足台（クラシックの方のみ）
◆教材費／資料代５００円程度

◆講師／木村こぎん教室教授 木村翠
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円
◆教科書代／１，５００円程度
◆教材費／一作品につき５００～２，０００円
◆持参品／３０㎝ものさし、はさみ、筆記用具、しつけ糸
東北、津軽に生まれたこぎん刺しの技法を踏まえながら、一層、格調高いデ
ザイン、現代的感覚の配色などにより海外にまで知られるようになった「木村
操の津軽こぎん」を直接、基礎から指導します。小銭入れ、テーブルセンタ
ー、スリッパ、口金付きバッグ、額、ショッピングバッグなど実用的で楽しい作
品が次々作れます。

川柳 ― 遊びの五七五
月２回水曜日 １８：００～２０：００
※日程 ７月１４・２８日、８月１１･２５日、９月８・２２日
◆講師／川柳宮城野社主幹、宮城県川柳連盟理事長
雫石隆子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具、辞書

「弾いてみたいけど、難しそう…」「昔、触ってみたけど…」。そんな方に
ぴったりの初級講座です。最初の一歩から、聴きなじみのある曲の弾き
語りや、アンサンブル・ソロまでレッスンしていきます。グループでわいわ
い楽しく弾いてみましょう！

川柳の歴史、短詩型文学の中での川柳の特異性をはじめ、川柳の

美しい日本語の朗読

和 紙 ち ぎ り 絵

月２回土曜日 １０：３０～１２：００
※日程 ７月１０・２４日、８月２８日、９月１１・２５日
◆講師／声とことばの磯貝メソッド®準講師、
ヴォイスアーティスト 伊藤富士子
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…１２，９８０円
◆持参品／筆記用具、手鏡
◆テキスト代／初回１，５００円、その他コピー代実費
本来、日本語は、世界の中でもまれにみる美しい響きを持つ言語です。ところ
が日本では、学校教育などで、読み方・書き方は教わっても、母国語の発音の
仕方を教わりません。しかし、日本語にも美しく発音するポイントがあります。呼
吸・発声・滑舌・アクセントなど、日本語音声を基礎から学び、美しく響き、明瞭
で伝わる「声とことば」を獲得しましょう。そして、美しいはずの日本語の響き
で、さまざまな作品を声に出してみませんか？

作り方など講義と実作指導を柱にして、楽しく川柳の勉強を進めて
いきます。作品づくりを楽しむため、吟行会なども行う予定です。

月１回火曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月６日、８月３日、９月７日
◆講師／（公財）日本和紙ちぎり絵協会特待会員、
「しゅんこう」認定講師 安齋和枝
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，９３０円
◆教材費／１，０００円前後
◆持参品／はさみ、のり、目打ち、のり付け台紙、はけ、おしぼり、小皿
日本伝統の手漉き和紙を素材に、ちぎり・剥ぐる・貼るといった手法で四季
折々の草花、風景などを色紙に描いてゆきます。繊維の長い和紙を指先で
ちぎることで生まれる美しい毛羽が、他の絵画にない優しい風合いを生み
ます。指先を使い、大きな道具がいらず、高齢の方の「生きがい」にも。和紙
の温もりを感じながら、ちぎり絵をゆっくり楽しんでみませんか。

デ ッ サ ン ＆ 油 彩 画
水曜日 １８：００～２０：００
※日程 ７月１・８・１５・２９日、８月５・１９・２６日、
９月２・９・１６・３０日
◆講師／画家 虎尾喜和子
◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１５，１８０円
◆持参品／デッサン用具一式、油彩画用具一式など
◆モチーフ代／別途必要
デッサンと油彩画のための基礎講座です。カラフルな色彩がないせいでしょう
か、デッサンはとかく敬遠されがちです。しかし、基礎と応用の繰り返しが理解
を深めるように、油彩画ばかりでなく、時にデッサンに目を向けてシンプルに考
えることも大切ではないでしょうか。この講座ではデッサンと油彩画をバランスよ
く進めながら基礎力を付けることを目指します。なお、初心者の方、デッサンの
み希望の方など、個々の目的や都合に合わせて対応いたします。

マ ジ ッ ク の 楽 し み
月２回水曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月１４・２８日、８月１１・２５日、９月８・２２日

日 本 舞 踊
◇松風流
◇藤間流
◇花柳流
◇水木流
◇坂東流

土曜日・１３：００～１５：００
金曜日・１３：００～１５：００
水曜日・１０：００～１２：００
月曜日・１３：００～１５：００
木曜日・１０：００～１２：００

◆受講料・維持運営費／３カ月１１回…１５，１８０円
※水木流・７月期のみ、３カ月１０回…１４，０７９円
その他、詳細は「講座のご案内」内の、
「エスパル教室講座・日本の芸能」をご覧ください。

スウェーデンニットクラフト
月２回木曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月１・１５日、８月５・１９日、９月２・１６日

◆講師／元ＳＡＭジャパン会長 桔梗徳哉
同会員 田村春人
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円
◆マジック用具購入費／１カ月１，０００～３，０００円程度

◆講師／日本手芸普及協会手あみ師範、
中央編物技芸学院講師 丹野由美子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具、はさみ、７号・６０㎝輪針
◆教材費／初回作品（三角ショール）分 ７，０００円※テキスト代込

常識ではありえない現象を起こしてお客さまを驚かせ、楽しませるのが
マジックです。今まで見る側のあなたから、今度は円実側になってみま
せんか。マジックの楽しみ方が大きく変わるはずです。この講座では、演
じるポイントから練習のコツまで細かく指導いたします。いつでも、どこで
も演じられるマジシャンに、誰でもなれます。

スウェーデンのウッラカーリン＆ボリエ夫妻の古い手仕事の技術から作り出す高
品質手編み毛糸は、手に優しく編む人の心を豊かにする効果があり、発色の良
さも抜群です。また「羊さん」そのままのナチュラルカラーも豊富です。当講座で
はその天然素材をベースに、スウェーデンニット作家の作品や伝統のニットのち
ょっとおしゃれな世界を提案してまいります。きっと満足のいく作品が生まれるこ
とでしょう。

癒しのアロマと筋膜リリース・ヨガ

生きるのが楽になる論語

月２回水曜日 1５：３０～１７：００

月２回金曜日 1０：３０～１２：００

※日程 ７月１４・２８日、８月１１・２５日、９月８・２２日

※日程 ７月９・３０日、８月２７日、９月１０・２４日

◆講師／ローリングリストラティブ（筋膜リリース）®️認定講師、
全米ヨガアライアンス RYT２００認定講師、
AEAJ 認定アロマアドバイザー ｓａｏ
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１,８８０円
◆持参品／タオル、テニスボール２個

◆講師／私塾「こども学心舎」代表 成田喜美代
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…９，１３０円
◆テキスト／仮名論語 拡大版（論語普及会）
◆教材費／資料コピー代実費

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。

「論語」の現代語訳をテキストとして、クラスの全員で声を出す素読とい
う方法で読んでいきます。一人で読んでも、なかなか長続きしないという
方にぴったりです。リズムよく音読することは脳トレにもなり、併せて孔子
の世界観を味わうと、生きていくことが少し楽になりますよ。

日

本

画 （朝）

月２回火曜日 1０：００～１２：００
※日程 ７月１３・２７日、８月１０・３１日、９月１４・２８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します）

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。

楽

し

む

和

算

月２回月曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月５・１９日、８月２・３０日、９月６日
◆講師／宮城教育大学名誉教授 萬伸介
◆受講料・維持運営費／３カ月５回…１０，２３０円
（１０月期以降、通常３ヵ月６回…１１，８８０円）
◆持参品／鉛筆、ノート、定規、コンパス
◆教材費／資料コピー代実費
江戸時代に武士・町人・農民の身分にかかわらず多くの人に親しまれた「和算」
という数学を一緒に楽しみましょう。宮城県内にも「和算書」「算額（神社仏閣に
奉納された絵馬）」が数多く伝えられております。それらを題材にして、算数・数
学を思い出しながら解法を考えたり、時代や地域の状況などと和算がどのよう
に関わるかも調べたりして、江戸時代の素晴らしい文化に触れましょう。

２０２１年

７月期

メルパルク教室
０２２-７９２-８１２３

ＳＵＭＭＥＲ

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。

Ｖｉｖａ！アコーディオン
月２回金曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 ７月２・１６日、
８月６・２０日、９月３・１７日

受付時間/10：00～18：00
（日曜・祝日・休講日を除く）

伝統表具の魅力～入門コース～
月２回木曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月１・１５日、８月５・１９日、
９月１６・３０日
◆講師／表具乃(株)坂井商店代表取締役

◆講師／アルチュール千田
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円

坂井 英幸

◆持参品／アコーディオン ※お持ちでない方はあっせんします。

◆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
右手でメロディー、左手で伴奏、歌いながら踊りながら演奏できて音色も
変えられる、持ち運びも可能、そんな最強楽器アコーディオンをぜひ皆さん
に知ってほしい。公園で弾けば子どもたちが集まってきます。物置に眠って
いる楽器があなたを待っています。初心者からある程度弾ける方まで大歓
迎です。

◆持参品／筆記用具、創作に適した服装、エプロン

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 ７月８・１５日、８月５・２６日、
９月９・３０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、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♪

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 ７月７・２１日、８月４日、
９月１・１５・２９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…１１，８００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。

◆教材費／３，０００～５，０００円位
伝統的工芸でもある表装の技術を通して、工芸、ものづくりの魅力を体験し
ていただきながら掛軸、和額装や屏風等の創作をしていきます。初心者の方や
ものづくりが初めての方に基本的な知識や技術を中心に学んでいきます。

色 を 楽 し む メ イ ク 講 座
月２回水曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月１４・２８日、８月１１・２５日、
９月８・２２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／お手持ちの化粧品一式、鏡
肌・髪・目から、あなたの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 １５：１５～１６：１５
※日程 ７月９日、８月２７日、
９月１０・２４日 ※７・８月は月 1 回のみ
◆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４回…７，５９０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！

開運数秘術

～ 入 門 ク ラ ス ～

月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月１７日、８月２１日
９月１８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。

直感を磨くメンタルタロット講座～基礎編～

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 ７月７日、８月４日、
９月１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？

プラモデルの飛行機、作ろう！

月２回土日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月１０・２４日、８月７・28 日、
９月４・１１日

月２回水曜日 １０：３０～１２：００
※日程 ７月７・２１日、８月４・２５日、
９月１・１５日

◆講師／メンタルタロットセラピスト 小松 美鈴

◆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／筆記用具、ＯＳＨＯ 禅タロット。

◆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

※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。

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 ７月５・１９日、８月２・２３日、
９月６・２７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
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？

暮 ら し に 活 か す 風 水
月 1 回土曜日 １３：００～１４：３０
※日程 ７月１７日、８月２１日、
９月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
「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。

※詳しくは入会時に説明

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！

床

バ

レ

エ

月２回金曜日 １４：００～１５：００
※日程 ７月９日、 ※７・８月１回のみ
８月２７日、９月１０・２４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４回…７，５９０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ソッドです。

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 ７月８・２９日、
８月５・２６日、９月９・３０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！

写

真

Ⅲ

月 1 回土曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 ７月３日、８月７日、
９月４日

生 き 活 き ・ 終 活 講 座
～ハッピーな自分を生きるために～

月２回木曜日 １３：００～１４：３０
※日程 ７月８・２９日、８月５・２６日、
９月９・３０日

◆講師／日本商業写真家協会会員
佐藤 博信
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／筆記用具、愛用のカメラ（一眼レフカメラ）
◆教材費／月１，０００円程度

◆講師／終活カウンセラー・上級カウンセラー

自然との出合いや何げない日常生活まで、写真の被写体は身近にたくさ
んあります。そんな出合いの感動を写真で光と影が織りなすハーモニーと
して表現できたら素晴しいと思います。フォトアートを楽しみましょう。初心
者から上級者まで、分かりやすく指導いたします。

「人生１００年時代」、あなたはどう生きたいですか？1 度きりの人生で
す。怒りも不安も憂いも、笑いに変える終活講座です。
認知症予防、介護予防体操も入れながら、これからの人生の備えをお
手伝いします。たくさんの笑顔にお会いできますように。

トルコモザイクガラス教室
月 1 回金曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月１６日、８月２１日、
９月１８日
◆講師／ｔｗｉｎｋｌｅ ｌａｍｐ 小松 知佳子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／筆記用具、作品の持ち帰り袋
◆教材費／初回３，５００円程度。
２回目以降３，３００～６６００円（税込）程度。
トルコから取り寄せた５０数種類の色とりどりのカットグラス(モザイクガ
ラス)と、キラキラ輝くビーズを使って作品を作ります。最初からカットさ
れたガラスを使いますので、細かい手作業が苦手な方でも OK です！

季節をカタチにフラワーコーディネート
月３回月曜日 １８：００～２０：００
※日程 ７月５・１２・１９日、
８月２・２３・３０日、９月６・１３・２０日
◆講師／シルビアフラワーデザイン本部理事
東北支部長 高橋 由佳
◆受講料・維持運営費／３カ月９回…１２，８７０円
◆持参品／はさみ、花袋、筆記用具
◆材料費／花代 1 回２，０００円～３，０００円
ライフスタイルに合ったアレンジをコーディネートしながら、四季折々のシ
ーンを素敵に演出します。暮らしに彩りを添えてみませんか？

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 ７月１７日、８月２１日、
９月１８日
◆講師／パン教室ナディハウス講師 門間 哲子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆材料費／１回８００円程度
◆持参品／筆記用具、エプロン、ビニール袋 2 枚、紙袋
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！

髙島 恵美子

◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具

ミート・ザ・ミュージック
月２回水曜日 １５：００～１７：３０
※日程 ７月７・２８日、８月４日、
９月１・１５・２９日
◆講師／公益財団法人
仙台フィルハーモニー管弦楽団事務局

長谷山 博之
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／筆記用具 ◆教材費／資料コピー代
長き時代、愛され続けてきた数々のクラシック音楽。ちょっとした知識
や裏話を聴けばグッと身近に感じられるはず。客席から知ることのでき
ない演奏家たちの素顔も。昔習った教科書に載っていなかった音楽講
座です。

薬

膳

料

理

～旬 の食材で おい しく 、 身 体も 心 も 健や かに～

月 1 回火曜日 １４：００～１６：００
※日程 ７月１３日、８月１０日、
９月１４日
◆講師／国際薬剤師 岡野定 玲子
◆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、ふきん、三角巾
◆材料費／１回１，０００円程度
薬膳のお話と料理の講座です。毎日の食事は季節や体質、体調など
を考え、体が喜ぶものを食したい。その考えに基づいた料理が薬膳料
理です。まずは身近な食材や旬の食材を使って、作っていきましょう。

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 ７月８・●日、８月●・２６日、９月９・●日
◆講師／日本フォークダンス連盟公認講師
与野 珠美
◆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。

アートクレイシルバー
月２回火曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月６・２０日、８月３・２４日、
９月７・２１日

月１回金曜日 １８：００～１９：１５
※日程 ７月９日、８月２７日、９月１０日
◆講師／Ｋｙｏｋｏ Ｃｈｅｅｒ Ｄａｎｃｅ Ｐｌａｃｅ 主宰 上野 協子

◆講師／アートクレイシルバー講師 吉田 俊子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１３，５３０円
◆持参品／エプロン、筆記用具、タオル、
スケールなど工具一式１０，０００円程度
◆教材費／１，０００円程度

◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／動きやすい服装、タオル、飲み物

自作のジュエリーを身に着けて街に出掛ける。そんな姿を想像しただけ
で、ワクワクしてきますよね。粘土感覚で自由に手作りを楽しめる画期的な
純銀素材「アートクレイシルバー」を教材に、道具作り、糸ノコ作業の練習か
ら始まって、指輪、ピアス、イヤリング、ペンダントなどへと進みます。

吟

剣

詩

ディスコダンスを踊ろう！

舞

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！

ベリーダンスⅠ・Ⅱ

木曜日 １３：００～１５：００

Ⅰ：月２回土曜日 １６：００～１７：２０

※日程 ７月１・８・１５日、８月５・１９・２６日、９月２・９・１６日

※日程７月３・１７日、８月７・２１日、９月４・１８日

◆講師／全日本剣詩舞道連盟常任理事、大輪神刀流東北家元
庄子 輝泉
◆受講料・維持運営費／３カ月９回…１２，８７０円
◆教材費／２８，１００円（模擬刀、上衣、袴など）
吟剣詩舞は、武士が陣中で士気を鼓舞するために行ったのが始まりで、詩吟に
合わせて剣や扇を持って舞いながら、その心を形で表現するものです。立ち居
振る舞いは、武道の余韻を残しながら、柔と剛、静と動との清楚な調和を求める
構成となっており、漢詩の吟詠に合わせて劇中の人となることができます。健康
増進、美容にも効果があり、着物やはかま姿も美しくなっています。

櫻川流江戸芸かっぽれ
月２回火曜日 １０：００～１２：００
※日程 ７月６・２０日、８月３・３１日、９月７・２１日
◆講師／櫻川流江戸芸かっぽれ師範 櫻川 梅博
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／Ｔシャツ、パンツ、綿足袋、タスキになるヒモ、
日本手ぬぐい（ハチマキ）
◆教材費／１２，０００円（ハチマキ、タスキ、パッチ、カセットその他のセット）
「かっぽれ」は伝統芸能です。かつては芸人だけの「かっぽれ」でしたが、
全ての人々が踊って楽しめる「かっぽれ」に生まれ変わりました。体の動き、
所作を極力シンプルにした手踊りで、背筋を真っすぐに伸ばして踊る「かっ
ぽれ」は老若男女どなたでも楽しく踊りながら、ストレッチ効果も期待できる
粋な踊りです。身も心も豊かに、生きがいのある人生を送る一助となりますよ
う一緒に楽しみましょう。

青春のフォーク・ニューミュージッ
ク！
月２回火曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 ７月６・２０日、８月３・２４日、９月７・２１日

Ⅱ：水曜日 １０：３０～１１：５０
※日程７月７・１４・２１日、８月４・１１・２５日、９月１・８・１５日
◆講師／ベリーダンスインストラクター 島倉 美穂
◆受講料・維持運営費／Ⅰ：３カ月６回…１０，２３０円
Ⅱ：３カ月９回…１２，８７０円
◆持参品／T シャツ、ジャージ、ヨガパンツ（動きやすい服装）
ベリーダンスは中東で発展した世界最古の踊りと言われています。官能的で
魅力のあるダンススタイルは、一度は体験してみたいと思う方が多いはず。踊
っているうちに、シェイプアップはもちろん、体の柔軟性にも効果が表れます。

四 季 の 押 し 花
月１回水曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月２１日、８月２５日、９月１５日
◆講師／ふしぎな花倶楽部インストラクター 千葉 瑠美子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／カッターナイフ、ハサミ、ティッシュペーパー
◆教材費／１，１００円～７，６００円
お庭や道端、花屋さんの店先など暮らしの中でたくさんの花に出合います。
いろいろな思い出と共に出合った花をいつまでも残しておきたい…そんな願
いをかなえてくれる押し花で毎日の暮らしを楽しんでみませんか。押し花の作
り方から始まり、生活の中で楽しむ小物作りから押し花の額絵まで順を追って
指導いたします。毎回、作品を持ち帰ることができるのも楽しみの１つです。

素敵な色鉛筆＆水彩アート
月２回土曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月３・１７日、８月７・２１日、９月４・１８日

◆講師／アコースティックライブ『WANT YOU』マスター
上野 清仁
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／ギターの持参大歓迎です。スリッパ各自。

◆講師／画家 飯川 知世
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／初回、レモン１個持参。
水彩道具一式、色えんぴつ（入会後、講師より説明あり）
※始めのうちは道具一式お貸しします。

１９６０年代に生まれた日本のフォークソングから、ニューミュージック～Ｊ
ポップは花開きました。青春を輝かせたフォーク・ニューミュージックの名
曲の数々を楽しく歌い、美しくハモり、わくわくと語りましょう。愛用のギタ
ー持参大歓迎。弾き語りワンポイントレッスンも行います。

デッサンから始まり、色鉛筆、水彩の基本を丁寧に学んでいきます。初心者
の方にも安心して学んでいただけます。さまざまな画材（ペン、木炭、アクリ
ル、オイルパステルｅｔｃ…）にも楽しくチャレンジしていく中でその人にしかな
い、世界に１つだけの素敵が絵を表現していただけたら！と思っております。

