読書の散歩道～短編小説を楽しもう～
月１回火曜日 １８：００～１９：３０
※前期日程 １月２５日、２月２２日、３月２２日
◆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

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２６日、２月９日、３月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

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、
本への興味を広げ、作品の味わいを深めます。人気作家やテーマ
別の短編小説を一緒に読み、リラックスしてその魅力や感想などの
本の話をしましょう。

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。

ニ ュ ー ス 考 現 学

エ ン ジ ョ イ ・ フ ラ ！

月１回月曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １月１７日、２月７日、３月７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。

大人のウイスキー講座

～至福の
アフターファイブ～

月１回土曜日 １６：１５～１７：４５
※日程 １月１５日、２月１９日、３月１９日
◆講師／ホテルメトロポリタン仙台バー「ナイト」
支配人 戸村嘉宏
◆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／各回３，０００円程度
※２０歳以上の方対象 ※お車でのお越しはお断りいたします。
ウイスキーと聞いて何を想像しますか？「強いお酒でちょっと苦手」「ハイボ
ールなら」というあなた。スコッチ、カナディアン、アメリカン、そして最近世界
的評価を上げているジャパニーズと、出自も味わいも多種多様です。ラテン
語で「命の水」と呼ばれるウイスキーの奥深い魅力を、ホテルメトロポリタン
仙台バー「ナイト」のバーテンダーが試飲を交えて解説します。

月３回火曜日 １５：４０～１７：００
※日程 １月１１・１８・２５日、２月１・１５・２２日、３月１・８・１５日
◆講師／カ パアー フラ オ マヘアラニ主宰
星上千尋
◆受講料・維持運営費／３カ月９回…１２，８７０円
◆持参品／Ｔシャツ、スパッツ、レオタード、
ダンススカートなどの動きやすい服装
初心者の方でも楽しんで踊れるよう基本となるステップやハンドモ
ーションを丁寧にお伝えします。ハワイ・カウアイ島のマーリエ（穏
やかな）なスタイルのフラを素敵なハワイアンミュージックに癒され
ながら一緒に踊りましょう。Ｄｏ Ｔｈｅ Ｈｕｌａ!!

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 １月２８日、２月２５日、３月２５日
◆講師／結婚相談所マリッジ 婚活アドバイザー
浅野有史、他
◆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！

５０歳からのハッピーお片づけ講座
月１回金曜日 １３：００～１５：００
※日程 １月２８日、２月２５日、３月２５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
◆テキスト／講師著書を初回に配布
「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。今年こそすっきり！ハッピーを目指しましょう。

あなたもフラガール！
月２回木曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １月２０日、２月３・１７日、３月３・１７・３１日
◆講師／フラ ハーラウ ナー プア モーハラ主宰
只野真紀子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０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スカートかパンツ
◆教材費／曲のＣＤ１枚２００円（希望者のみ）
癒やし効果抜群のハワイアンミュージックに合わせて、心地よくフラを踊
りませんか？南国ムードに浸りながら、身体も心もリフレッシュしましょう。
基本から丁寧に指導します。さあ、今日からあなたも「フラガール」！

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１９日、２月１６日、３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。

ビートルズがやって来た！
月１回土曜日 １３：３０～１５：００
※前期日程 １月１５日、２月１９日、３月１９日
◆講師／ビートルズ愛好家 加藤裕
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具
２人になってしまったビートルズ。でも、私たちの記憶の中には４人で
居ます。私のビートルズの楽しみ方を紹介したり、皆さんのこだわりを
教え合ったりしましょう。ネットにはないディープな情報や、私がリアル
タイムで体験した話を名曲とともにお届けします。

気象予報士の四季
月１回水曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １月２６日、３月２・２３日
◆講師／ｔｂｃ気象台気象予報士
尾崎尚之、星野誠、今野桂吾
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具など
◆教材費／資料コピー代実費
東北放送では専任の気象予報士が『ｔｂｃ気象台』に籍を置き、日々
の気象情報や自然にまつわる話題をテレビ・ラジオなどでお届けして
います。講座は気象に関心のある方を対象に、取材で得られた知識
や体験、エピソードなど、放送では伝えきれなかった話題も交えなが
ら、楽しく進めていきます。

世界が広がる！ワインの基礎知識
月１回土曜日 １８：００～１９：４５
※前期日程 １月１５日、２月５日、３月５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
◆教材費／資料代：初回１，８００円、
試飲代：各回２，０００～３，０００円程度
◆持参品／筆記用具、ミネラルウォーター（お茶やジュースは不可）
※２０歳以上の方対象 ※お車でのお越しはお断りいたします。
ワインとはどのようなお酒か、赤・白・ロゼ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カ月で体系立てて習得していきます。受講するとお好みのワインが選べ
たり、お料理に合うワインを注文したりできるようになり、世界が広がります。

家 系 図 を 作 ろ う
月２回水曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １月１２・２６日、２月９日、３月９・２３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。家系図作りにはコツがあります。オリジナル一覧表を利用して、
一緒に家系図を作りましょう。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、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。

フラワーデザイン

～ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝ
＆ｽﾀｲﾘｯｼｭ～

月１回水曜日 １８：４５～２０：１５
※日程 １月１２日、２月９日、３月９日
◆講師／フローリスト 滝澤亜紗子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／花ばさみ、花包み、筆記用具など
◆教材費／１回４，０００円程度
初めての方でも気軽に参加できるフラワーレッスンの講座です。
日本美の和モダンを取り入れたスタイルからおもてなしに使える
アレンジメントまで、季節のお華を使って、ワンランク上のデザイ
ンスタイルを学びます。上質で自分らしさを感じる華を創ってい
きましょう。

２０２２年

１月期

メルパルク教室
📞０２２-７９２-８１２３

ＷＩＮＴＥＲ

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。

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 １月１３・２７日、
２月１０・２４日、３月１０・２４日

や さ し い 手 相 学
～ 手 の ひ ら か ら 読 み 解 く 幸 せ ～

月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １月８日、２月５日、３月５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

◆講師／東明学院専任講師 酒井 さとし
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，２７０円
◆持参品／筆記用具、スリッパ
◆教材費／初回３，０００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♪

この世に自分と同じ手相の人は存在しません。手のひらから性格や
才能、自分に合った人間関係などが分かります。手相は人生の羅針
盤。他人とのコミュニケーションツールとしても役立ちます。本やイン
ターネットからは得られない生きた事例を交えながら、楽しく手相の
見方を解説します。

開運数秘術

～ 入 門 ク ラ ス ～

月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 １月１５日、２月１９日、
３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。

Ｖｉｖａ！アコーディオン
月２回金曜日 １８：００～１９：３０
〜 長 持
ち 保 存 で エ コ 生 活 〜
※日程
１月７・２１日、２月４・１８日
３月４・１８日
◆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
◆持参品／アコーディオン※あっせん可
◆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。

骨盤底筋トレーニングヨガ
月２回金曜日 １５：１５～１６：１５
※日程 １月１４・２８日、２月２５日、
３月１１・２５日 ※２月は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５回…８，９１０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！

野菜をムダなくカフェご飯
～長持ち保存でエコ生活 ～

月１回火曜日１０：００～１２：００
※日程 １月１８日、２月１５日、
３月１５日
◆講師／冷蔵庫収納・食品保存アドバイザー、
野菜料理研究家 佐々木 麻衣
◆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、タオル、持ち帰り容器
◆材料費／１回１，５００円
野菜をムダなく使用し、栄養を丸ごと摂取できる健康かつ人気のカフェ
風ご飯に仕上げます。食材が長持ちするように家庭で簡単にできる上
手な保存法とコツをお伝えし、家庭での食品ロスを減らせるようにお手
伝いします。体も健康に♪家計にも地球にも優しい講座です。

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～

は じ め て の 日 本 舞 踊

月１回水曜日 １０：００～１２：００
※日程 １月５日、２月２日、３月２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／１・３回目：２,０００円、２回目：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？

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８・２２日、２月１２・２６日、
３月１２・２６日

月２回水曜日 １８：４５～２０：００
※日程 １月１２・１９日、２月２・１６日、
３月２・１６日
◆講師／岩井流師範 岩井紫緒音
◆受講料・維持運営費／３カ月６回・・・１１，８８０円
◆持参品／浴衣、帯、足袋
和のお稽古・日本舞踊を気軽に始めてみませんか？
浴衣の着方から始まりお辞儀の仕方など着物での美しい所作も身
に付きます。日本の伝統文化にふれてみましょう。

床

バ

レ

エ

月２回金曜日 １４：００～１５：００
※日程 １月１４・２８日、２月２５日、
３月１１・２５日※２月は１回のみ

◆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。

◆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５回…８，９１０円
◆持参品／動きやすい服装、タオル、飲み物

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。

“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。

はじめてのヨガ棒レッスン
～ 胸 を 開 い て 心 を 前 向 き に ～

月２回火曜日 １５：３０～１６：４０
※日程 １月１８・２５日、
２月１・１５日、３月１・１５日
◆講師／全米ヨガアライアンス RYT２００
ヨガインストラクター 根元 真紀
◆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（※ヨガ棒は貸与）
肩周りの不調、猫背の改善など肩甲骨や背骨の劇的な変化を味わって
みませんか？また胸周りを大きく開くことで気持ちや考えが前向きになる
セラピー効果もあります。棒に身を委ね、安心する時間を過ごしましょう。
後半はヨガのポーズを行い、体をリフレッシュしていきます。

アロマテラピーの楽しみ方
月１回土曜日 １０：３０～１２：００
※日程 １月１５日、２月５日、３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
◆教材費／１,０００円程度
◆持参品／筆記用具、バスタオル・フェイスタオル各１枚
(タオル類はハンドトリートメントで使用)

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ー
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？

心とからだ ほぐ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１７・３１日、２月７・２１日、
３月７・２８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「自分発見」の扉、開いてみませんか？

素 敵 に シ ャ ン ソ ン
月２回火曜日 １０：００～１２：００
※日程 １月１１・１８日、２月１・１５日、３月１・１８㈮日
※３月１８日(金)は、「ピアノで唄おう思い出の歌謡・ポップス」と合同

◆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
◆持参品／筆記用具、スリッパ
◆教材費／楽譜コピー代実費

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。

