ホンネで語る

終活講座～現場からの提案～

月１回月曜日 １０：３０～１２：００
※前期日程 ７月１１日、８月８日、９月１２日

５０歳からの ハッピーお片づけ講座
月１回月曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月２５日、８月２２日、９月２６日

人生１００年時代。セカンドライフをより良く生きるため、身近な問題や不安

◆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

を少しでも解決したいものです。不動産など「相続」のこと。特殊清掃員が

「だから、５０歳から片づける」（ＣＣＣメディアハウス）著者があなたのお宅の

見た「生前整理・ごみ屋敷」のこと。２０２５年には６５歳以上の５人に１人が発

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

症するとされる「認知症」や、加齢による「心身の虚弱」予防など。現場のプ

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！

ロが、豊富な経験を基に“リアルな終活講座”を開講します。

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。

◆講師／(株)あいあーる終活カウンセラー 小林眞二、他
◆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

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１５日、８月１９日、９月１６日
◆講師／結婚相談所マリッジ 婚活アドバイザー
佐々木理香子、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！

いきいき健康ウオーキング

～鍼灸師が教える
正しい姿勢と歩き方～

月１回木曜日 １０：００～１１：３０
※日程 ７月２８日、８月２５日、９月２２日
◆講師／「鍼灸サロン つぼ美」主宰 弓田浩子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物
老化は脚から始まると言われています。ウォーキングは「いつでも・どこで
も・一生を通してできる運動」です。正しい姿勢、歩き方を身に付けて体
力向上、筋力アップ！「２０２０ミセスジャパン日本代表」の講師が、何歳
になっても元気に歩ける体力を伝授していきます。

現 代 の 詩 と 詩 人
月１回土曜日 １３：００～１４：３０
※日程 ７月９日、８月６日、９月１０日
◆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３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具
◆教材費／資料コピー代
茨木のり子は川崎洋と詩誌『櫂』を創刊し、谷川俊太郎、大岡信、吉野弘
らと戦後詩の新しい流れを作りました。この講座では茨木のり子を中心に、
茨木が『うたの心に生きた人々』(ちくま文庫)や『詩のこころを読む』(岩波
ジュニア新書)で論じた金子光晴、山之口貘、石垣りん、高村光太郎、与
謝野晶子、黒田三郎、川崎洋らを取り上げます。戦争、貧乏、酒、恋愛な
どに翻弄される詩人たち。その哀歓を詩と逸話によって語ります。

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 ７月２６日、８月２３日、９月２７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
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。

楽しく学ぶ簡単算命学
月１回水曜日 １０：３０～１２：００
※前期日程 ７月２０日、８月１０日、９月２１日

そこから
知りたい

歴史入門

～教科書で学ぶ
日本と世界の近現代史～

月２回金曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 ７月１・１５日、８月５・１９日、９月１６・３０日

◆教材費／テキスト代 前期・後期、各２，０００円

◆講師／東京都内・横浜市内高校歴史講師、
コピーライター 桑原靖子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
◆持参品／ノート、筆記用具
◆教材費／歴史総合（東京書籍、税別７７０円）、資料コピー代実費

算命学は「運命を算出する」を意味し、生年月日から観る統計学で
あり運命学です。自分らしく生きる「人生の羅針盤(ロードマップ)」と
する占いです。楽しく学ぶことを基本に、どなたにも分かりやすく、
ゆっくりとしたペースで進む講座です。

ウクライナ情勢をはじめ、私たちを取り巻く社会は刻々と変化し、日々の暮らし
にも影響を与えています。でも、いつから、どうしてそんなことに？その手掛かり
は１９世紀からの数々の出来事。現在に続く問題を解くカギが歴史の中にある
のに、きちんと学ぶ機会がありませんでした。今年度、高校の歴史教科書は近
現代の日本史と世界史を統合した「歴史総合」に。これを開いて、日本と世界
の歴史の旅をご一緒しましょう！

よし歌おう！ジャズ ＆ ポップス

相続の対策と基礎知識 ～疑問や不安を解消～

◆講師／運命鑑定士 不動ふき、不吹華弥
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具

月２回木曜日 １８：００～１９：３０
※日程 ７月７・２１日、８月４・１８日、９月１・１５日
◆講師／ジャズ・シャンソン教室「ＮＯＢＬＥ ＭＩＮＤ」主宰
ピアニスト、作編曲家 鈴木公也
◆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／楽譜コピー代実費

月１回水曜日 １０：００～１２：００
※日程 ７月２７日、８月２４日、９月２８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

今も昔も変わらず、心地いいジャズやポップス。歌う時間だけは夢
みごこち。日常を離れてエンタテインメントの世界に飛び込もう！誰
もがもっているそれぞれの個性と楽しさが爆発・・・。ドゥ シャバダ
バ！一度きりの人生・弾けよう！

相続税はどんな時に掛かる？相続トラブル回避にはどんな対策が必
要？そんな疑問や不安を解消しませんか。遺言書や生前贈与、家族
信託など、相続の対策と基礎知識について、実例を交えて分かりやす
く解説します。質問コーナーも設けていますので、ぜひこの機会にご利
用ください。

家系図を作ろう

世界が広がる！ワインの基礎知識

月２回水曜日 １０：３０～１２：００

月１回土曜日 １８：００～１９：４５

※日程 ７月２０日、８月１０・３１日、９月７・２１日

※前期日程 ７月２日、８月６日、９月３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。

◆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、ミネラルウォーター
◆教材費／資料代：初回１，８００円、試飲代：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。
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。

楽しく学ぶ日本の物語

「東北」の近代史を歩く

月２回木曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月７・２１日、８月４・１８日、９月１・１５日

月２回金曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月８・２２日、８月１９・２６日、９月１６・３０日

◆講師／宮城教育大学名誉教授 小島雪子
◆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
『竹取物語』や『伊勢物語』『源氏物語』など、平安時代の物語を
取り上げ、歴史的、文化的背景にも触れながら、ゆっくりと読んで
ゆきます。教科書にも掲載され、広く知られている物語をあらた
めて深く学んでみませんか。

◆講師／岩手県立大学専任講師 雲然祥子
◆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／教科書コピー代実費
私たちの住んでいる「東北」は、日本の歴史の中で、どのような歩みをたど
ってきたのでしょうか。この講座では、近代日本における「東北」の役割につ
いて考えてみます。日本が富国強兵をめざす中で「東北」はどのような位置
づけがなされ、どのような政策が展開され、どのような役割を担うようになっ
たのかなどを、当時の史資料を用いつつ、ケース・スタディ（野蒜築港事
業、東北振興政策など）を通して学びます。「東北」の過去（歴史）を学び、
現在（いま）を知り、未来を一緒に考えてみませんか。

楽しいクラシック～音楽鑑賞のヒント～
月２回火曜日 １０：００～１２：００
※日程 ７月１２・２６日、８月９・２３日、９月１３・２７日

緊張がゆるむ♪話し方講座
月２回土曜日 １５：３０～１７：３０
※日程 ７月２・１６・３０日、８月２０日、９月３・１７日

河北新報で長年にわたり音楽記者を務めた講師が、魅力あふれるクラシッ
ク音楽の世界へご案内します。名曲・名演奏をＣＤなどで紹介。聴きどころ
や作品誕生の背景、曲に込められた思い、作曲家の実像などを、えっと驚
くエピソードを交えて解説します。クラシック音楽は決して堅苦しいものでは
ありません。人生に彩りを添える音楽発見の旅に出かけてみませんか。

◆講師／コミュニケーション・話し方トレーナー
本田由香
◆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
「人前に出ると緊張してうまく話せない」「初対面の人と話すことが苦手」
など「話す」ことに苦手意識をお持ちの方でも、簡単なトレーニングで、
話すことが楽になるコツが得られる講座です。意識の向きを変えるだけ
で、自分も楽しく、相手の方にも喜ばれる話し方ができるようになります。
仕事にもプライベートにも活かせる「話し方」で、新しいライフスタイルを
手に入れませんか？

もう一度！リコーダー

ＥＮＪＯＹチアダンス

◆講師／音楽ライター 須永誠
◆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／コピー代実費

月２回月曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月１１・２５日、８月８・２２日、９月１２・２６日

月２回月曜日 １８：００～１９：００
※日程 ７月４・２５日、８月１・２２日、９月５・２６日
◆講師／Kyoko Cheer Dance Places 主宰

◆講師／くどう音楽教室主宰 工藤さち子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円

上野協子

◆持参品／リコーダー（あっせん可）

◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１１，８８０円

◆教材費／テキスト代約２，０００円

◆持参品／動きやすい服装、上靴、タオル、飲み物

小学生のころに学校で習ったリコーダー。シニアになって改めて懐
かしい曲を吹くと、心が和みます。教室ではおなじみのソプラノリコ
ーダーから吹いて、慣れてきた方にはアルトリコーダーにも挑戦して
いただき、アンサンブルも楽しみたいと思います。

直感を磨く メ ン タ ル タ ロ ッ ト 講 座
月２回土曜日 １３：００～１４：３０
※前期日程 ７月２・１６日、８月６・２０日、９月３・１７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…１１，８８０円
◆持参品／筆記用具、お持ちの方のみタロットクロス
ＯＳＨＯ禅タロットカード※
（※購入希望者は実費３，２００円程度）
自分でタロットができるようになりたい。その思いが叶ったら、うれしくないで
すか？絵柄の全部違う「ＯＳＨＯ禅タロット」を使い、初心者でも暗記いらず
で具体的な占い、相性読みまでできるようになる、それが直感を磨く「メンタ
ルタロット講座」です。今後どうなるかの未来予測、悩み解決、恋愛などの
相手の気持ち、相性などズバリ！カードが教えてくれます。悩んだ時、迷っ
た時の力強い味方となってくれるはずです。

はじめての手相学 実践編１

～手のひらから
読み解く幸せ～

月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※前期日程 ７月２日、８月６日、９月３日
◆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…６，９３０円
◆持参品／筆記用具
◆教材費／テキスト代初回３，０００円
楽しい手相占いの実践コースです。入門編の復習をしながら、新たな
線について学びます。最後まで受講されれば、その知識は人生に大い
に役立つことでしょう。入門編同様、事例を交えながら丁寧に解説しま
す。知れば知るほど奥が深い、手相の魅力をお伝えします。

子どもから大人まで誰もが楽しめる「チアダンス」。キラキラのポンポ
ンを持って、リズムに乗って楽しく踊りましょう！希望者には講師が
主催する仙台サンプラザホールで踊るチャンスもあります！

香

道

御

家

流

月１回木曜日 １８：３０～２０：００
※日程 ７月２８日、８月２５日、９月２２日
◆講師／御家流尭仙会師範 阿部眞里子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…８，５８０円
◆持参品／筆記用具、茶道用扇子、あれば古袱紗
◆教材費／各回１，０００円
香道では香炉で香木の香りを楽しみます。それを「香りを聞く」と美しく
表現します。所作振る舞いを少しずつ学びながら、いにしえの香りを聞
いてリラックスできる時間を過ごしてみませんか。日常のストレスを解消
しながら初心者の方もゲーム方式の「組香」を通して、普段着で楽しく
香りを学べます。

実践！更年期ケア

～心もカラダも
軽やか幸年期～

月１回土曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月９日、８月６日、９月１０日
◆講師／保健師 高橋知子
◆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／各回１，０００円～１，５００円
女性ホルモンの影響で、更年期をつらく迎える方が多くいらっしゃいま
す。生き生きと輝く「幸年期」になるよう、座学とメディカルアロマを作製し
ます。「①女性ホルモンが心と身体に与える影響。頑張り過ぎから解放さ
れる６つの考え方」 「②デリケートゾーンケアで不調が楽になるヒント」
「③今すぐできる５つの実践(反射区マッサージや呼吸法)」 各回、メディ
カルアロマスプレーなどを１つ作り、お持ち帰りいただけます。

素敵にシャンソン
月２回火曜日 １０：００～１２：００
※日程 ７月５・１９日、８月２・３０日、９月６・２０日

お勤め帰りのベーシック・フラ
月２回金曜日 １８：３０～１９：５０
※日程 ７月１・１５日、８月５・１９日、９月２・１６日

◆講師／シャンソン歌手 公眞由美

◆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６回…１０，２３０円

◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円

◆持参品／筆記用具

◆持参品／運動しやすい服装

◆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。

（Ｔシャツ、スパッツ、ダンススカートなど）

フラ初心者の方でも楽しんでいただけるように、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ています。また、美しく、健康的
に踊るための基盤となる「姿勢を正しくすること」を大切に、お一人お
一人の姿勢にも注意を向ける、心と体が喜ぶレッスンの時間です。

籐

極 め る 武 士 道
月３回木曜日 １５：２０～１６：５０
※日程 ７月７・１４・２１日、８月４・１８・２５日、９月１・８・１５日
◆講師／居合・杖全日本剣道連盟教士七段 庄子都代子
◆受講料・維持運営費／３カ月９回…１２，８７０円
◆持参品／初回講座に説明
一瞬にして敵を倒す剣技「田宮流居合」、白樫の棒を自在に操り、
護身と打突の攻撃に役立てる「杖道」、詩吟に合わせて剣や扇を持
って舞いながら、その心を表現する「吟剣詩舞」。一つの講座で最
大三種受講できます。礼節を重んじる武道精神に現代性を加味し、
健康増進と美容を目指して修行を進めていきます。

◆講師／河北書道展運営委員 加藤松軒、他
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
（７月期のみ、３ヵ月５回…９，１３０円）

◆持参品／書道用具一式、筆記用具
中国文化の礎を築いてきた漢字を、文字の成り立ちから近代まで、その
背景に潜む文化や時代などを交えながら、それぞれの時代の名品とい
われる作品を中心に学習します。伝統芸術を見直し、豊かで奥深い書
の世界を、同好の仲間と共に探訪しながら、充実したひとときを過ごして
みませんか。なお、実技については、基本となる半紙作品から各種書展
出品まで、肉筆手本により、懇切丁寧に指導します。

◆講師／工芸家 橋浦芳子
◆受講料・維持運営費／３カ月６回…１０，２３０円
（７月期のみ、３カ月５回…９，１３０円）

◆持参品／筆記用具、はさみ、メジャー、目打ち、エプロン、おしぼり
◆教材費／１回１，１００円から
だれにでも、簡単に出来るのが籐工芸です。素朴な自然素材で、や
さしい籠から上級の家具まで、生活に溶け込む作品を自由につくる
ことができます。何と言っても長く使えば使うほど味わいが出てくるの
が特徴でもあり、形に思いを巡らせ、一日一回心を込めて編み進
み、自分だけの作品を教室で楽しく作ってみませんか。

恵子とたのし く民謡
月１回火曜日 １５：３０～１７：００
※日程 ７月２６日、８月２３日、９月２７日
◆講師／民謡歌手 庄司恵子
◆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／テキスト２，０００円程度
民謡を大きな声を出して歌うと気分も晴れやか、これこそ美容と健
康にいい方法です。おなじみの全国の民謡が人前で歌えるよう発声
法から指導します。民謡とおしゃべりの楽しい講座です。

茶 道 教 室

ド ー ル ハ ウ ス
月１回金曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月２２日、８月２６日、９月３０日
◆講師／日本ドールハウス協会仙台支部長 鈴木由利子
◆受講料・維持運営費／３カ月３回…６，９８０円
◆持参品／筆記用具、はさみ、カッター、ピンセット、定規、
お手ふき、エプロン
◆教材費／通常４００円程度。ＢＯＸ時は２，５００円（詳しくは講座で）
昭和３０年代の茶間を再現、まず和風のＢＯＸを作ります。その中に
畳、ちゃぶ台、タンスなど、一つ一つ手作りしながら小物を増やし、一
つの部屋に仕上げます。途中、樹脂粘土で食べ物を作ったりもしま
す。木工あり、粘土ありの教室です。

芸

月２回金曜日 １０：００～１２：００
※日程 ７月８・２２日、８月２６日、９月９・３０日

書を学ぶ-古代から近代まで月２回土曜日 １３：００～１５：００
※日程 ７月９・２３日、８月２７日、９月１０・２４日

工

◇茶道 裏千家(月)初中級
月曜日 １０：００～１２：００ ３ヵ月１１回…１５，１８０円

◇遠州流茶道
月２回火曜日 １３：００～１５：００ ３ヵ月６回…１０，２３０円

◇茶道 表千家(火)
月２回火曜日 １３：００～１５：００ ３ヵ月６回…１０，２３０円

◇茶の湯から広がる和の世界
月１回火曜日 １８：３０～２０：００ ３ヵ月３回…６，９３０円

◇大日本茶道学会
月２回水曜日 １５：３０～１７：３０ ３ヵ月６回…１０，２３０円

◇茶道 裏千家（水・夜）
月２回水曜日 １８：００～２０：００ ３ヵ月６回…１０，２３０円

