
2021年 2022年10月～　　  3月講座案内

五日市教室 ☎082（208）2084広島市佐伯区楽々園4-3-22
和光楽々園ビル3階

受付時間…10：00～13：00、14：00～18：30
　　　　　（火・水・木曜17：00／日曜15：00まで／祝日は休み）

［五日市教室］
［廿日市教室］

第①③金曜　
１８：３０～
　 　２０：００
３カ月　
6回16,500円

　アルファベットを美しく手書きす
るカリグラフィーを歴史ある様々な
書体の基礎から応用まで、ご自分の
ペースで学べるクラスです。

第②④火曜　
１０：１５～１２：１５
３カ月　6回17，160円

　書道を通して、新しい仲間を増
やしませんか。力強い字を書く楽し
さ、醍醐味を味わってください。

第①③月曜　
１５：３０～
　　　１７：３０
３カ月　
6回12，870円

第④土曜　
18：00～20：00
３カ月　3回9，240円

　自分で書き、自分で刻んで、書を立
体化することにより、新しい魅力と多
様性が生まれます。額・雅印・表札など
を作り、現代生活
に取り入れてみ
ましょう。

第②④土曜　
18：00～
　　　 20：00
３カ月　
6回16,500円

第①②③木曜　
13：00～
　　　 15：00
３カ月　
9回21,780円

水曜　15：30～17：30
３カ月　11回19,360円

　実用の書から創作まで、ご希望に合わせ
て指導します。書の道は奥深く自分の精神
を鍛える楽しい趣味です。集中力を養い、
継続する根性と、すべての五感を豊かに
し、相対することで自然
に精神的、肉体的体感
を鍛えられます。

第①②③水曜
10：15～12：15
13：00～15：00
３カ月　各9回21,780円

　「いろは」の基本からはじめ、変体
がな、俳句・和歌の散らし書きと進
み、かな書の美しさを学びます。実用
書（毛筆・ペン字）の指導も行います。

太陽社同人
竹永　豊子

日本書芸院参与
藤井　渓青

広島県書美術振興会理事長
村上　俄山
日展会友
新居　新月

日本書芸院一科審査員
櫻田　聴雨

カリグラファーズ・ギルド
会員
持山　典子

書道芸術院展総務審査会員
藤井　龍仙

全日本篆刻連盟評議員
野瀬　典明

穿井会主宰
坪井　マキ

日展会友
金谷　雷聲
日本書芸院二科審査員
笹井　清響

第①③月曜　
18：00～20：00
３カ月　
6回12,870円

　「やってみようかな」と思ったとき
が、始めどきです。ペン習字や実用の
小筆書など、季節感を楽しみながら、
日常生活に役立つ内容を、組んでい
ます。

　筆を持つ楽しみを味わってみませ
んか。楷書、行書、草書を練習しま
す。掛軸にもチャレンジしていきま
しょう。

　「私は手すじが悪くて、いくら書いても
上手になりません」と言われる方でも自
然に美しく楽に書くことを指導します。

　篆刻は、自分の好きな文字や絵を
印材に「彫り」、それを「押し」、「鑑賞」
して楽しむ芸術です。初心者の方も、
好きな一文字から始めてみませんか。

か　　な

漢　　字思いっきり書道塾

書ア・ラ・カルト

やさしい篆刻入門

漢　　字

刻　　字～三次元の書を楽しむ～カリグラフィー

書
道
・
西
洋
書
道

第①③火曜　
13：00～15：00
３カ月　6回12,870円

　基本の楷書から日常使う行書（筆記
体）をスムーズに書けるように練習してい
きましょう。ペンの持ち方を変えるだけ
で、字が楽に書けますよ。美しい字でのし
袋、お礼状などが書け
るよう目指します。
日本書芸院無鑑査
沖本　寿美

実用の筆ペン・ペン字
　伝筆（つてふで）は、筆ペン1本でい
つでもどこでも誰にでも描ける筆文字
です。文字をかくことが苦手な方でも
心があたたまる、なんとなくムードのあ
る筆文字が描けるようになる講座です。

ご縁を繋げる筆文字 伝筆

漢字の書で自分磨き

語
　
　
学

第②④金曜　
１８：３０～２０：００
３カ月　6回12,870円

　アンニョンハセヨ。入門コースを半
年以上受講された方、又は、文字学習
経験のある方を対象とした通年コー
スです。基本も復習しながら、旅で役
立つフレーズやK-POP、韓国ドラマ
にも触れながら楽しく学びましょう。

ハングル講師
田辺　浩次

ハングル講師
田辺　浩次

　アンニョンハセヨ。学習経験ゼロとい
う方を対象に発音・文字からスタート。あ
いさつ、自己紹介、旅で役立つ「とっさ
の一言」だけでなく、K-POP、韓国ドラ
マにも触れながら
楽しく学びます。

第①③金曜
18：30～20：00
３カ月　6回12,870円

すぐに使えるハングル（入門コース） すぐに使えるハングル（経験コース）

英語で読む子どもの本よちよち歩きの英会話

第①③水曜　
13：00～14：30
３カ月　6回12,870円

英会話講師 
寺田　朗子

第②④木曜　
10：15～11：45
３カ月　
6回15,312円

カシオミュージックサークル講師
菅　知子

　中学英語の知識を使い楽しく英語を
話しましょう。テーマに沿って片言の英
語でも自分の意見を述べて、質疑応答
で対話していきます。相手に自分の意
思を英語で伝えるた
めのクラスです。

第①③木曜
10：30～12：00
３カ月　6回12,870円

英国ビアトリクス・ポター協会会員 
藤原　康子

　英文の絵本や短い物語をテキストにし
て、読み込んでいきましょう。「子どもの本」
とはいえども内容はとても表現豊かな文
章があふれています。時に英国文化につい
ての話も交えながら進
めていきます。

第②④水曜　16：00～17：00
３カ月　6回17,292円

Vivace音楽教室主宰
いけ　すみこ

第③月曜　
14：15～15：45
３カ月　
3回13,596円

シャンソン歌手
吉田　幸子

●受付／入会金2,200円（有効期間は1カ年、2年
目からは年会費550円）と受講料を添えて、直接お
申し込みください。入会金・年会費は理由のいかん
を問わずお返しできません。　●受講料／3カ月分
の前納制です。受講料には各施設管理費が含まれ
ます。事前にご予約の上、10日以内のご入金が必
要です。ご入金いただいた受講料は、原則お返しで
きません。講座により別途教材費、テキスト代が必
要です。　●消費税／入会金、受講料には10％の
消費税が含まれております。　●講座日／原則とし
て毎週講座は3カ月11回もしくは12回、隔週講座
は3カ月6回、月3回講座は3カ月9回で設定してい
ます。　※講座日・時間は、変則の講座もあります。
詳しくは受付へお問い合わせください。　●講座に
よっては満席などにより途中入会できない場合が
あります。　●受講生が一定数に達しない時は講
座を中止させていただくことがあります。　●◎印
は名誉講師で常勤ではありません。　●子どもの
対象は年長から小学生までです。　※入会や受講
の申し込み時にお名前、住所、電話番号などを伺い
ますが、これは受講者への連絡、お知らせなどに使
わせていただきます。

入 会 の ご 案 内

着
付
け 　新しい各種帯結びを学びたい、過去

に習った着付けを忘れたくない、とい
う方のための勉強の場です。

日曜（月1回）　
13：00～15：00
３カ月　3回7,590円

　初歩から着付けを学びたい方や、お子
さんを美しく着せられるようになりたい方
など、個人の希望に合わせて指導します。

第①③金曜　
　　　18：00～20：00
３カ月　6回12,870円
日曜　13：00～15：00
３カ月　11回18,150円

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子

大師
長﨑　良子

正教授
岡田　千里、安武　司寿子

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子
大師
長﨑　良子
正教授
岡田　千里
安武　司寿子

きもの着付け きもの着付け（研究科）

音
楽
・
楽
器

第②④金曜　
１２：３０～
　　１４：００
３カ月　
6回16,632円

　初心者にもおすすめのクラスで
す。仲間同士が楽しみながらゆとり
を持って進めていきます。

第②④月曜　
10：15～11：45
３カ月　6回16,632円

第①③火曜　
14：15～15：45
３カ月　6回16,632円

　明治時代、キリスト教の讃美歌に
習って仏教讃歌が作られ始め、今も
新しい立派な曲が沢山生まれてい
ます。おおいに歌
いましょう。 声楽家

柴　久美子
児玉ユミ音楽院
梅田　京子

第②④火曜　
14：15～15：45
３カ月　6回13,002円

オカリナ講師
佐々木　八重

音の輪・麻輪の会主宰
升田　裕子

　だれでも口ずさめて、だれでも懐
かしくやさしい気持ちになれる童謡
唱歌を一緒に歌いましょう。歌詞の
知られざるエピソードや発声法、楽
譜の知識も織り交ぜていきます。

第①③水曜　
10：15～
　　　11：45
３カ月　
6回13,002円

オカリナ講師
佐々木　八重

　オカリナの素朴で優しい音色に親
しみながら、人々の「癒やし」に役立
つ事を願っています。

ボーカル・カラオケ スクール 楽しく歌う童謡唱歌・愛唱歌

たのしいオカリナ

第①③金曜　
12：15～13：45
３カ月　
6回13,002円

　童謡・唱歌から世界の民謡・歌謡曲
など、聴き慣れた曲を楽しく演奏しま
しょう。

エムミュージック
グランヴィア・オカリナ講師
渡辺　敦子

金曜日のオカリナ

仏教讃歌と心のふるさと、
そして百人一首も歌いましょう

オカリナ

　楽譜が読めなくても大丈夫。初心
者の方にも、高齢者の方にも、カラオ
ケやピアノでわかりやすく丁寧にレッ
スンします。演歌、歌謡曲、ニュー
ミュージック、今流行の曲を皆さんと
楽しく歌いましょう。

　1本指でもOK！楽譜が読めなくても大
丈夫です。脳を活性化させるトレーニング
をピアノで楽しみながら、グループでアン
サンブルする曲と、ご自分の弾きたい曲の
二本立て。オンライン補講も可能です。

シニアのための脳トレピアノ

第②④火曜　
12：15～13：45
3カ月　
6回13,992円

（一社）全国ピアノゆうゆう塾
エグゼクティブ講師
中田　のぞみ

　英語や譜面が読めない方でも気軽に
始められる講座です。歌詞の意味も読み
解くので、英語の勉強にもなります。ジャ
ズって難しそう。そんな思いは脱ぎ捨て
て心をスイングさせていきましょう！

楽しく始めるジャズボーカル

　鍵盤を触るのが初めてでも、楽譜が
読めなくても大丈夫。指１本で演奏で
きる自動伴奏機能を内蔵したキーボー
ドで、あなたも演奏する楽しさを実感し
てみませんか。

中高年のための楽しいキーボード演奏

第①③木曜　
12：15～13：45
３カ月　
6回16,632円

ジャズボーカリスト
蔵本　りさ

　日本語訳詞でシャンソンを歌いま
す。楽譜が読めなくても大丈夫で
す。歌って元気になりましょう。

シャンソン～パリのエレガンス～

　あなたのレベルに合わせた30分程
度の個人レッスンです。「ピアノの音色
が生涯の友となるように」が願いです。

やさしく奏でるピアノ

（一社）伝筆協会 認定講師
柏原　真智子
第②木曜　
10：15～11：45
３カ月　
3回8,580円

つてふで



第②④水曜　
10：15～12：15
３カ月　6回12，870円

　刺しゅうってこんなにいろいろな
ジャンルがあるの？と驚かれるような
作品作りをしていきませんか。ジャン
ルに沿ってキットをを用意しますの
で、まずは身の回りの小物からチャレ
ンジしましょう。
（公財）日本手芸普及協会
刺しゅう師範
阿部　まり子

第②④火曜　
13：00～15：00
３カ月　6回12，870円

　棒編み、かぎ針編み、アフガン編みな
どの基礎技法を学びます。流行を把握
し、“私”のニットを編みあげる喜びを味
わいませんか。バッグやポーチなど小
物作りも楽しめます。
広島ファッション専門学校校長
◎戸谷　清子
専任講師
景山　岐美代

手 編 み

　手に持てる固めるタイプのハーバリウム『ク
リスタルアートリウム®』。プリザーブドフラワー
やパールなどを使い、さまざまなデザインで作
ります。まだまだ広島では見たことが無い人が
多く、これからの大注目のインテリアです。

第①土曜　
１０：１５～１２：１５
３カ月　
3回7,590円

　アケビのつるやかずらを材料に、
ハンドバックやプランターカバーな
どに挑戦してみませんか。ゆるみの
こない編み方など基本から指導し
ます。

第②月曜　
10：15～12：15
３カ月　
3回7,920円

　だれでも手軽に楽しめる磁器の
絵付けです。転写紙（シールのよう
なもの）を組み合わせることでオリ
ジナルを作ることが出来ます。

第②④月曜　
13：00～15：00
３カ月　初級6回12,870円
　　　　中級6回16,500円

　一定の技法をマスターすれば、見本
通りに描けますし、個性を活かして自
分流のアレンジもＯＫです。木材のほ
かに、布やブリキにも描いていきます。

ラッピング専家 
usui 主宰
薄井　貴絵

第①火曜　10：15～12：15
13：00～15：00

第②土曜　13：00～15：00
３カ月　初級3回7,590円
　　　　上級3回9,240円

彩り華つまみ主宰
北山　裕子

スイス・メグロー派
グラスリッツェン講師
河村　成江

癒やしのアートセラピスト
☆ColorfulPearl☆
カラフルパール代表
森脇　典子

ジョイス辺見グループ講師
高橋　洋子

ポーセラーツ
インストラクター
大河原　満子

ラギディアン主宰
◎山崎　由美子
専任講師
福原　まり子

　ラッピングの基本を学んで、自分
らしくおしゃれで素敵な贈り物をして
みませんか。カッターの使い方や
リボンの結び方も指導します。

第②水曜
１3：0０～
　　　15：００
３カ月　
3回7,590円

第③火曜　
10：00～12：30
3カ月　3回7,260円

　スイス生まれの手彫り技術で、光と影
の優雅で繊細な世界に触れてみません
か。カリキュラムに沿いながら時にご自身
の好きな作品を作って楽しみましょう。

第②金曜　
13：00～15：00
３カ月　
3回10,230円

トール＆デコラティブペインティング

ポーセラーツ
（やさしい磁器の絵付け）

つる・かずら工芸

グラスリッツェン
（スイス生まれのガラスの手彫り）

固めるハーバリウム「クリスタルアートリウム®」

素敵に贈るラッピング

手
芸
・
ク
ラ
フ
ト

第①③木曜　
10：15～12：15
３カ月　6回12，870円

　小物から大作まで、自分のペース
で針を進めていきましょう。忙しい
生活の中に、ゆっくりと流れる自分
の時間をつくって
みませんか。

ハワイアンキルト講師
山崎　千歳

誰にでもできるハワイアンキルト

第①③水曜　
10：15～12：15
３カ月　6回１6，170円

戸塚協会師範総代
坪井　久子

戸塚刺しゅう

第②④月曜　
13：00～
　 　15：00
３カ月　
6回12，870円

ワールドプレスフラワー協会
本部講師
藤田　昌子

　小さな草花からバラやランまで、押し
花絵にしていきます。飾るだけでなく、
バッグやアクセサリーなど、オリジナル
作品で生活を楽しく演出しましょう。

押 し 花

　ヨーロッパの刺しゅうを日本人にあっ
たさまざまなステッチと立体感のある独
特なものに完成させた戸塚刺しゅうで、
クッションや小物な
ど、いろいろと刺し
て楽しみましょう。

　初めてでもきれいに仕上がるつまみ
細工の作り方をお伝えします。お好き
な色の布を選んで、初心者の方は三段
剣つまみから、彩り華つまみ。経験者の
方は未作成の作品から制作します。

つまみ細工 彩り華つまみ

　ステッチやクロシェ、コードで作るソ
ウタシエなどのテクニックを使ってア
クセサリーやバッグを作ります。自分
のペースで楽しんでください。
アクセサリー
インストラクター
堀田　桂子
第②木曜
10：15～
　　12：15
３カ月　
3回7,590円

　日々の暮らしの中で、小さな刺しゅうを
楽しんでみませんか。難しいステッチは
使いません。初心者やシニアの方もチャ
レンジできるキットを準備しています。

やさしい刺しゅうレッスン

楽しい刺しゅうの世界

大人のビーズ＆コードバッグ

五日市教室 ☎082（208）2084広島市佐伯区楽々園4-3-22
和光楽々園ビル3階

受付時間…10：00～13：00、14：00～18：30
　　　　　（火・水・木曜17：00／日曜15：00まで／祝日は休み）

第①③火曜　
１０：30～１２：30
３カ月　
6回12,870円

　発声・発音など朗読の基礎を学
びながら、自分の声をブラッシュ
アップしませんか。楽しく読めば、
聞いている人も楽しくなります。
スピーチクリニックサロン代表
◎岸田　朋子
講師
芳川　淳子

楽しむ朗読入門

第①③日曜　
13：00～15：00
３カ月　6回12,870円

小田順子きもの文化学院
学院長
小田　順子
大師
長﨑　良子
正教授
岡田　千里

　和紙を使って、誕生祝、入学・卒業
祝、還暦祝など、人の一生の祝いを
折り、包み、贈って、楽しみませんか。

折形礼法（祝儀袋と行事の包み方）

第③月曜　
10：15～12：15
３カ月　3回10,230円

　自分に似合う色や洋服のデザイ
ンを知ると、メークや洋服選びが今
よりもっと楽しくなります。あなた
の魅力を引き出すファッションで、
生き生きと毎日を過ごしませんか。

JPFCA認定講師、
カラーリスト
友成　ノコ

50代からの オシャレ術

月曜　
15：30～
　　17：30
３カ月　
11回20，570円

日本棋院
普及指導員
渡辺　克己

　囲碁は老若男女問わず幅広い
層で対局でき、楽しめるゲームで
す。頭脳のスポーツとして勉強し
てみませんか。

囲碁講座

幸せ算命学～星からのメッセージ

文
芸
・
教
養
・
話
し
方
・
コ
ミ
ュ
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ケ
ー
シ
ョ
ン

お
し
ゃ
れ
・
マ
ナ
ー

第④火曜　
13：00～14：30
３カ月　3回7,590円

　消えもしない、奪われもしない
「生命の充実感」を仏教に求めて
みませんか。できるだけ分かりや
すく、楽しく、皆様と一緒に味わっ
ていきたいと思
います。
浄土真宗本願寺派
延命寺住職
徳永　道隆

やさしい浄土真宗入門

第②土曜　
10：30～12：00
３カ月　3回7，590円

　算命学は古代中国・殷の時代に
起源をもつ東洋の叡智です。生年
月日から導かれた星は、さまざま
なことを教えてくれます。自分が最
も輝くために第一歩
を踏み出しましょう。

（公社）日本易学連合会認定鑑定士
森　千代

少しずつ始める生前整理
　物・心・情報の整理をワークを通
して楽しく学びます。安心して過ご
す未来に向けて、元気な今のうち
から、一緒に始めてみませんか。

第②火曜　
10：30～12：30
3カ月　3回7,590円

生前整理普及協会
生前整理アドバイザー
認定指導員
沖田　有紀子

第④日曜　
10：15～12：15
３カ月　3回7,590円

ロイヤルフラワーアレンジメント教授
景山　岐美代

　基本と花形に含まれている約
束事を学び、現在の私達の生活空
間に合った花のアレンジや季節、
行事に合わせた花のアレンジをし
ていきましょう。

英国風フラワーアレンジを
楽しむ

金曜　
13：00～
　　　 15：00
３カ月　
11回１6，940円

第①③日曜　
10：15～12：15
３カ月　
6回１2，870円

小原流一級家元教授
田中　科江（豊美）

華道総司所名誉顧問
石田　恒甫
広島芸南司所司所長
青野　直甫

　嵯峨御所（今の大覚寺）の伝統の中
から生まれた嵯峨御流は、『伝承花』か
ら『心粧華』まで色々な様式がありま
す。初心者の方から丁寧に指導します。

　シンプルな構成、花の配色美、自
然の季節美、形象美とそれぞれの
異なった美しさを楽しみながら創
造性豊かな心を育ててみましょう。

小 原 流嵯峨御流

第③月曜　
13：00～15：00
第②土曜　
10：15～12：15
３カ月　
各3回7,590円

第②④金曜　
10：15～
　　　 12：15
３カ月　
6回１2，870円

　「花を楽しむ」をテーマにした
講座です。「花」を通して、心豊か
でおしゃれな自分のスタイルを
楽しみましょう。

フラワーデザイナー
森末　明実

フェリシテフラワー
認定講師
光本　伸枝

　季節アレンジを中心にプリザーブドのテ
クニックを学んでいきましょう。暮らしのセ
ンスアップやプレゼントにぴったりです。

第①③月曜　
10：15～12：15
３カ月　6回16,170円

日本バイオフラワー協会認定講師
◎竹田　洋子
日本バイオフラワー協会講師
金口　千賀子
小川　幸子

　生花や草花にプリザ（保存）液を使用
し、手作りのプリザーブドフラワーを仕上
げます。素敵なアレンジも一緒に楽しみ
ながらオリジナルを作っていきましょう。

生花からのプリザーブドフラワーエレガント・プリザーブドフラワー

フラワーレッスン

第①③月曜　
18：00～
　　20：00
３カ月　
6回１2，870円

　古くて新しい日本の美、いけば
な。現代に沿った創作が特徴であ
り魅力の草月流を楽しんでみませ
んか。

水曜　
１３：００～１５：００
３カ月　
11回１6，940円

　自然に育まれた草木の姿に想い
を寄せながら、自由花・生花・立花に
和と美を求めつつ、初めての人も経
験者も一人ひとりのカリキュラムに
合わせて心豊かに楽しく学んでい
きましょう。

金曜　
10：15～
　　 12：15
３カ月　
11回１6，940円

土曜　10：00～12：00
３カ月　
11回16,940円（毎週）
6回　12,870円（月２回）

池坊広島支部
横山　邦子

広島睦月会元支部長
宮本　径子

華道池坊広島広陽支部最高顧問
原本　昌明

草月流師範会理事
髙橋　篁赫

　身近な花材を素直に見つめ、
盛花から始めます。季節ごとに違
う花材を手にすることができ、日
本でいけ花の発生した由来もう
なずけると思います。

　投入、盛花、自由花、また伝統的な
格調あるいけ花を学習します。生活
の中にいけ花の美を溶け込ませなが
らも、行事、来客、日常な
どの目的に合わせた指
導をしていきます。

池　　坊 池　　坊

池　　坊 草月いけばな

い
け
花
・
フ
ラ
ワ
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・
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・
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ら
し
・
茶
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第③土曜　
15：30～
　　　17：30
３カ月　
3回8，58０円

ハーブ＆スパイス研究家
◎糀原　美恵子
　中村　准子

　暮らしの中にハーブやスパイスを
上手に取り入れてみませんか。栽
培・料理・クラフトなど四季を通して
使いこなせるように指導します。

暮らしの中のハーブ＆スパイス

　東洋医学は難しそうでとっつきにくい
と思っていませんか。実は知れば知るほ
ど奥深い自然哲学です。季節ごとのあな
たにピッタリな漢方ブレンドを学び、しな
やかで健康な毎日にしていきませんか。

ゼロから始める東洋医学と漢方ティー
　茶道を通してホッとする一時
を、煎茶にふれあいながら過ごし
てみませんか。はじめての方も気
軽にご参加く
ださい。

立礼式煎茶（南宗茶華道）

　お花のある暮らしを提案します。生
花、プリザーブドフラワー、アーティ
フィシャルフラワーなどを使ってフラ
ワーアレンジメント、リースなどを創作
します。リクエストにもお応えします。

花・Hana倶楽部

第①③月曜　
13：00～
　　15：00
３カ月　
6回17,160円

肩こり専門整体 院長
山本　明子

第③火曜　
13：00～
　　　15：00
３カ月　
3回6,930円

南宗茶華道正教授
榎並　陽光

（公財）日本手芸普及協会
刺しゅう師範
阿部　まり子
第②④月曜　
10：15～
　　12：15
３カ月　
6回12,870円

フラワーデザイナー
小野　節子
第②火曜　
10：15～
　　12：15
３カ月　
3回7,590円



連続講座を1講座30分500円（税込み）で見学いただけま
す。講座の内容や雰囲気を実際に見て、自分にぴったりの講
座を見つけるチャンスをぜひご利用ください。10日以内に見
学講座へ入会されると500円を返金いたします。※一部見学
いただけない講座もあります。（見学は1講座1回限り）
※廿日市教室は見学を受け付けておりません。

見学後
10日以内の
入会で

見学後
10日以内の
入会で

まずは五日市教室にお電話でお問い合わせください。

気になる講座は「見学」を

マックスバリュ●

●松村循環器外科医院

広電宮島線

JR山陽本線

岡
の
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●
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銀
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楽々園駅

国道2号線 宮島街道 楽々園
バス停 至井口至廿日市

五日市教室
（和光楽々園ビル3階）

五日市教室 ☎082（208）2084広島市佐伯区楽々園4-3-22
和光楽々園ビル3階

受付時間…10：00～13：00、14：00～18：30
　　　　　（火・水・木曜17：00／日曜15：00まで／祝日は休み）

洋画家
𠮷田　寛志

金曜　
13：00～15：00
３カ月　11回20，570円

　上手く描くことを考えず、素直に
楽しんで描いてください。色々な技
法を楽しみながら、個性に応じた指
導をします。

火曜
13：30～
　　 15：30
３カ月　
11回20,570円

第①③木曜　
１０：１５～
　 　１２：１５
３カ月　
6回12，870円

第②④木曜　
13：00～15：00
３カ月　6回12,870円

第①③日曜　
10：15～12：15
13：00～15：00
３カ月　
各6回16,170円

　自分の手で仏像を彫る喜びを味わってく
ださい。仏像彫刻は本来難しい作業ですが、
「線彫」「浮彫」「丸彫」と進めていけば、だん
だんと彫ることがで
きるようになります。

第①③土曜　
12：10～14：10
３カ月　
6回16,170円

　絵が描けなくても彫刻刀で木を彫る
ことに興味がある方歓迎。絵は描くこ
とから始めます。
まずは見学から。

第④土曜　
13：00～15：00
３カ月　3回7,590円

　個性を大切にし、初歩から基本に
沿って、自分にしか描けない作品を仕
上げていきましょう。絵のある楽しい
暮らしをお手伝い
します。

第②④木曜　
10：15～
　 15：00
３カ月　
6回20,460円

　楽しい雰囲気のなかで、自分にし
か描けない作品を描くお手伝いをし
ます。スケッチ旅行や美術鑑賞など
感動する気持ちを作品にしましょう。

第②④日曜　
10：15～
　　12：15
３カ月　
6回12,870円

第②④水曜　
15：30～
　　17：30
３カ月　
6回１3，530円

　人物を描いてみたい、と思ったらぜひ
ご一緒に。鉛筆・木炭・水彩・コンテ・油彩
など自分に合う画材を見つけて描いて
いきましょう。

　さあ、楽しく描きましょう。大切な
ことは心ゆくまで自己表現できるこ
と。そのための作品作りを進めてい
きます。
（色鉛筆、パステルも
可）

第①③月曜
13：00～
　 15：00
３カ月　
6回12，870円

月曜（月2回）　
15：30～
　　17：30
３カ月　
6回12,870円

　絵を描いてみたい、絵が描けたら…
その気持ちを大切にしてください。あな
たの自己流を実践するなかで、共に楽し
く学び、油絵の妙味を探りましょう。

第②④土曜　
13：00～15：00
３カ月　
6回12,870円

　古代の人々は、岩壁や大地など色々
な所へ絵を残しています。生まれた時
点に気持ちを戻すと
すべての物が新鮮で
素直に描けます。

院展特待
◎宮川　啓五
日本美術院院友
宮川　晋

水墨画優美会主宰
栗田　美鶴

広島墨彩会主宰
是方　美葉

日展会友
社河内　綾子

二科会会友
金折　文男

日洋会評議員
相本　英子

仏師
米田　宗胤日本版画会会員

横山　隆雄

日展会友
平　久美子

日展会友
平　久美子

日洋会評議員
相本　英子

第①②③土曜　
13：30～15：30
３カ月　9回17，820円

日展会友
社河内　綾子

光風会評議員
迫田　嘉弘

　四季折々の風景や花を水墨ではが
き絵にしてみませんか。筆に濃淡の
墨を含ませ、一筆でサッと描いてい
きます。

　デッサン、構図の取り方、絵の具
の使い方など、基礎知識から専門的
なことまで幅広く学びましょう。

　油彩画の基礎デッサンからはじめ、オーソ
ドックスな技法・材料のセオリーを学びます。鉛
筆による静物画と木炭による石膏像などの写
生を行い、油彩画の制作プロセスをアカデミッ
クな指導法にのっとり体験していきましょう。

　描き方や道具・画材にこだわらない
で、自由に絵の楽しさを味わってみま
せんか。自分らしい作品を描いてみ
ましょう。

　絵を描いてみたいけれど、どう描
いてよいか…と一歩を踏み出せない
でいる方を対象にした教室です。感
動や思いを自由にスケッチブックに
表現してみませんか。

第①③土曜　
10：15～12：15
３カ月　6回１6，170円

　一つの木片から鳥を彫り出して、絵
の具で彩色します。立体を彫るポイン
ト・色付けのコツをお教えします。世界
でただ一つのオリ
ジナルを作りませ
んか。
日本バードカービング協会会員
平岡　敏伸

第②④土曜　
１5：30～１7：30
３カ月　6回12,870円

はじめての油絵 楽しく描ける絵画教室

楽しいスケッチ（油絵・水彩画） はじめてみよう人物画 気軽に楽しむスケッチ自分流の絵を楽しむ 水彩で花の絵を描こう

第③土曜　
13：30～１5：00
３カ月　3回7，590円

　「気軽に絵を描くことを楽しみた
い」「基礎としてデッサンを学びたい」
そんな希望にお応えします。経験や目
的は問いません。ま
ずは、タマゴを描い
てみましょう。

新制作協会会員
沼本　秀昭

やさしいデッサン 水墨画入門

誰でもできる仏像彫刻入門木 版 画墨 彩 画

バードカービング（入門編）

日 本 画

楽しく美しく 油絵基礎から学ぶ油彩画のセオリー 水彩・油絵教室絵
画
・
デ
ッ
サ
ン
・
美
術
工
芸

第②日曜
10：15～12：15
13：00～15：00
３カ月　
各3回7，590円

　プロ漫画家による直接指導です。
ご本人の方向性や進度にあわせての
指導ですので、ジャンルや経験は問
いません。漫画が大好きな人待って
います。

日本絵手紙協会公認講師
納田　博子

漫画家
甲斐　さゆみ

　楽しんで描いた元気いっぱいの絵
手紙は、自分の人生を豊かにしてく
れます。まずは大きくはみだすぐら
いのつもりで描くことから始めま
しょう。

心をつたえる絵手紙

プロが教えるマンガ・イラスト

　花一輪から植物を中心に、季節の
花を描いていきます。水彩、パステ
ル、色鉛筆など、いろいろな画材を
使って自由に楽し
みましょう。

第①③日曜
13：00～15：00
３カ月　6回15,180円

イラスト講座

第①③木曜　
13：00～15：00
３カ月　6回13,860円

イラストレーナー
つくえゆき

　一人ひとりの描きたい事に合わせ
た絵の作品作りをします。絵日記、似
顔絵、挿絵、ぬりえ、マーカー、水彩絵
の具など。いろい
ろな種類を学びま
しょう。

　日本画、書、水墨画の作品の裏打
ちをしませんか。一幅の掛け軸に仕
上がるまでの作業工程の説明、実技、
簡単な修理などを行ないます。伝統
的表装技術を、一緒に楽しみながら
学んでいきましょう。

表装入門 初級
　大人から子どもまで、誰でも簡単
に楽しめる陶人形夢わらべ制作で
す。気軽にご参加ください。

陶人形 夢わらべ地蔵

洋画家
井上　直哉

第④月曜　
13：00～15：00
３カ月　
3回7,590円

　絵や字も素朴であっても何かしら
心ひかれ、間が抜けていてもなぜか
心をひきつける絵。現代俳画を基礎
から指導します。

四季を楽しむ俳画

俳画倶楽部「雪花」主宰
池田　由起

　生涯学習として、水彩画を基礎か
ら学び、描く事の喜びを見いだしませ
んか。静物を主として、風景、人物も
取り入れて指導
します。
日本水彩画会会員
津賀　忠子
第①③日曜
10：15～12：15
13：00～15：00
３カ月　
各6回12,870円

水 彩 画水 彩 画
　物を写し取る基本的なことから始
めましょう。静物画が主ですが、時に
は風景を描きに近郊にも出かけて行
きます。

日本水彩画会会員
吉戸　一芳
第②④金曜
15：30～
　　17：30
３カ月　
6回12,870円

LINE
友だち登録募集中
教室のお知らせ、休講状況など
最新情報をお知らせします

子
ど
も 　クラシックバレエの簡単な基礎ポジ

ションとステップから始めていきます。お
子さまの集中力を高め、体のラインを美
しくつくるための指導をしていきます。

　正しくきれいな字が書けるように、
基本から丁寧に指導します。滑らかに
のびのびと書いてみましょう。

中田千湖バレエシアター
◎中田　千湖

講師
中田　絢子

日展会友
金谷　雷聲
日本書芸院二科審査員
笹井　清響月曜　16：00～17：00

　　　　　　（未就学児）
月曜　17：10～18：20
　　　（小学1～3年生）
３カ月　
各12回21，384円

第②④土曜
18：00～
　　20：00
３カ月　6回13,200円

キッズバレエ（５歳～小学3年生）
　しなやかな心と無理のないまるい動
き。これが「和と愛の武道」合気道の特
徴です。年齢、性別を問わず、どなたで
も気軽に始めるこ
とが出来ます。
合気道廿日市道場
藤村　法行
森川　昌茂
檜垣　一美
日曜
10：15～12：15
３カ月　11回13,310円

合気道（中・高校生）

第②④日曜　
13：00～15：00
３カ月　6回15,180円

　プロ漫画家による、直接指導のマン
ガ教室です。初心者には自分の進度に
合わせて、無理なく進めていきます。漫
画が大好きな人、
待っています。

漫画家
甲斐　さゆみ

プロが教えるマンガ・イラスト
（小学生～高校生）

こども書道（硬筆・毛筆）
（幼稚園児～高校生）

インターネット回線とZoomアプリをインストールしたパソコンやスマートフォン、
タブレットのいずれかが必要です。

　　　　　クレジットカード
　　　　　　　☎082（962）4111　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　中国新聞文化センター クレドビル教室

決済方法
問い合わせ先

専用Webサイトで希望講座を選択し、必要事項を入力してお申し込みください。
申し込み後に、受け付け完了メールが届きます。

申込方法

（月曜～金曜9：30～17：30／土曜・日曜・祝日休み）

第②④土曜日　
15：30～17：30
３カ月　6回17,160円

露花の会主宰
山本　隆夫第②④月曜　

10：15～
　　12：15
３カ月　
6回17,160円

創作陶人形作家
善めい

500円500円キャッシュ
バック！
キャッシュ
バック！講座の詳細は

こちらから
▼

オンライン　　講座 開講中1day

Zoomでライブ配信！自宅で気軽に学べます。



第②金曜　
10：30～12：00
３カ月　3回7,425円

　21世紀を生きるための人間力を
多量に内蔵している『論語』全巻を味読
します。豊かに生きるための知恵を体得
します。

第②④土曜　
10：00～12：00（2週は現地）
３カ月　6回16,170円

　楽しく写すをモットーに思いのこもっ
た写真を撮るための技を現地で一緒に
考察します。広島県内を中心に四季折々
の自然美を訪ねましょう。一枚の写真が
もたらす感動を求めて。

第①③月曜
10：30～12：30
３カ月　6回12,540円

　編物の基礎を学ぶとともに、プラス
αの技法を取り入れて、オンリーワン
のオリジナルニットを目指します。

高知大名誉教授
山根　三芳

第①③金曜
13：00～15：00
３カ月　6回12,540円

　美文字で芳名帳や履歴書、あいさつ状など
を書いてみませんか。大筆、筆ペンなど一人
ひとり、やりたいことは違うはずです。実用書
道からアートの世界まで学べます。就職へ向
けた資格取得も可能です。

廣島書道学院講師 
田中　白雲

元中国新聞映像センター長
大村　博

（公財）日本手芸普及協会
手編師範広島第49リーダー
西本　世良子

　基本の楷書から日常使う行書（筆記体）
をスムーズに書けるように練習しましょう。
ペンの持ち方を変えるだけで、字が楽に書
けますよ。美しい字でのし袋、お礼状などが
書けるように目指します。

第①③月曜
13：00～15：00
３カ月　6回12,540円

　楽しんで描いた元気いっぱいの絵
手紙は、自分の人生を豊かにしてくれ
ます。まずは大きくはみ出すくらいの
つもりで描いてみま
しょう。

日本絵手紙協会公認講師
納田　博子

金曜
15：30～17：00
３カ月　
12回19,140円

　太極拳を始めませんか。ゆるやかな太
極拳の動きと腹式呼吸で身体の柔軟さを
取り戻し、ウイルスに負けない健康な体づ
くりを目指しましょう。

太極拳研究家
大石　和博

　まずは水墨画の基本を習得しましょう。
季の花や風景を自由にのびのびと描ける
よう、やさしい描法から始めます。絵心の
事はあまり心配しなくても大丈夫です。

　難しい文法は使わずに、短くシャープ
な表現で自分の気持ちを相手にサラッ
と伝えましょう。英語特有の表現を含め
て、楽しく学習します。

アートde水墨 墨愉会顧問
佐伯　勲

可愛バス停可愛バス停

宮 内 駅
広電宮島線

JR山陽本線

廿日市市役所前駅

西広島バイパス

宮内串戸駅
県
道 

廿
日
市
港
線

宮島街道

セブン
イレブン

tina court
（ティナ・コート）

健康福祉センター
（あいプラザ）

廿日市
郵便局

合同庁舎

串戸港 廿日市
市役所

廿日市教室
（中国新聞廿日市メディアステーション1F）

『論語』を味読する

第②火曜　
10：30～12：00
３カ月　3回7,425円

　簡単な図形から似顔絵のこつをつ
かみ、著名人などの写真を見て、特徴
や表情のとらえ方を学びます。

日本似顔絵師協会会員
うかい　くみこ

かんたん！楽しい似顔絵教室

初歩から始める水墨画 心をつたえる絵手紙 実用の筆ペン・ペン字

楽しく写す（2週は現地講座）すてきな手編みで手づくり生活

高齢者もできる太極拳

第②④火曜　
13：15～14：45（初級）
15：00～16：30（中級）
３カ月　各6回16,302円

オカリナ奏者
藤咲　真介

オカリナを吹きたい
　オカリナは現代人が忘れかけているもの
を思い起こさせてくれます。オカリナと一緒
に呼吸し、先人達の残してくれた美しい音楽
を奏でる喜びを一緒に味わってみませんか。

楽しく学べるウクレレ
　優しい音色のウクレレを始めてみません
か。弾きながら楽しく歌い、認知症予防やス
トレス解消をしましょう。楽譜が読めなくても
ＯＫ！さあ！一歩踏み出してみましょう。
（楽器貸出あり）

第②④月曜　
13：00～15：00
第②④金曜
13：00～15：00
３カ月　各6回12,540円

第①③土曜、第②④土曜　
13：00～15：00
３カ月　各6回12,540円

暮らしに活かす書（毛筆・硬筆）

日本書芸院無鑑査
沖本　寿美

　プリザーブドフラワーで季節のアレ
ンジを楽しみませんか。暮らしのセン
スアップやプレゼントにぴったりです。

エレガント・プリザーブドフラワー

第①木曜　
13：00～15：00
３カ月　3回7,425円

フェリシテフラワー認定講師
光本　伸枝

第②④木曜　
13：30～15：00
３カ月　6回12,540円

全国通訳案内士
井上　照章

第②④木曜　
10：00～11：30（中級）
11：30～13：00（初級）
３カ月　各6回12,672円

　膝にのせて演奏するミニハープを気軽に奏で
てみませんか。初級は４人までの少人数制。人
差し指だけで弾く伴奏から始めます。中級はメ
ロディを弾きながら曲を仕上げていきましょう。

ハーププレイヤー
大岡　真知子

ミ ニ ハ ー プ

廿日市教室 ☎082（208）2084廿日市市新宮１丁目13-26
中国新聞廿日市メディアステーション1階

※お申し込み・お問い合わせは五日市教室へ

第①③火曜　
13：00～14：30
３カ月　6回12,672円

ウクレレ講師 
一番ヶ瀬　俊二

受付時間…10：00～13：00、14：00～18：30
　　　　　（火・水・木曜17：00／日曜15：00まで／祝日は休み）

五日市教室 ☎082（208）2084広島市佐伯区楽々園4-3-22
和光楽々園ビル3階

受付時間…10：00～13：00、14：00～18：30
　　　　　（火・水・木曜17：00／日曜15：00まで／祝日は休み）

やさしく たのしい英会話

第①③木曜　
14：15～15：45
３カ月　6回17,292円

中田千湖バレエシアター
◎中田　千湖
講師
中田　絢子

土曜
10：15～11：45
18：15～19：45
３カ月　各11回１6，940円

　中国の伝統武術として発展、継承
されてきた太極拳は、柔和で連綿と
した弧の線でまとめられ、人体に無
理なく動の中で静を求めます。

火曜　
１0：15～
　　11：45
３カ月　11回１6，940円

　気功は身体のエネルギーを鍛え、
健康保持を目的としています。準備運
動として気功をおこない、簡単な入門
太極拳からはじめていきましょう。

　しなやかな心と無理のないまる
い動き。これが「和と愛の武道」合
気道の特徴です。年齢、性別を問
わず、どなたでも気軽に始めること
が出来ます。

　初心者の方でも、楽しみながら美
容、健康、スポーツを兼ねて始めてみ
ませんか。基本的な動きやステップを
中心に指導します。

第①②③水曜
14：30～15：30
３カ月　9回１4，058円

　ハワイの伝統校カパフラオカメハ
メハのフラ部門のクムフラの師事に
よる本格派の美しいフラを踊りま
しょう！初心者の方も基本ステップか
らはじめますので、安
心です。

金曜　
１４：１５～１５：４５　
３カ月　11回１9，602円

　楽しんで踊ることで心も体もリフレッ
シュ！プルメリアの花のような笑顔あふ
れるフラダンサーを目指して、一緒に楽
しく始めましょう。

　体幹の安定性と柔軟性を高めることに
特化した進化型ストレッチポールを使う
体操です。日々の積み重ねでおきてしま
う肩・首のこりや腰痛、猫背、筋力低下、体
のゆがみなどをやわらげていきます。

水曜
12：30～14：00
３カ月　12回21,384円

　家庭やパーティーで、だれもが気軽に
踊れる社交ダンスを重点に、正しく楽し
いステップを指導します。種目はブルー
ス、ワルツ、タンゴ、ジルバ、ルンバ、チャ
チャチャ、マンボなど。

木曜（入門～初級）
10：15～11：45
３カ月　11回23，232円
第①②③土曜（基礎＆表現）
16：00～17：30
３カ月　9回１6，038円

　テレビ、漫画などで話題の社交ダンス。初めての人から、基礎か
らもう一度レッスンしたい上級者まで、一緒に楽しく踊りましょう。

　骨格や関節をイメージしながら動いてみ
ます。体の使い方や意識を少し変えると楽
になることがあります。「がんばらず」「今で
きることを少しずつ」いろいろな動きや可
能性を楽しみましょう。

第②④月曜　
14：15～15：45
３カ月　6回12,870円

　体調や年齢に応じて、全身をバランス
良くほぐすことを大切にしています。固
まっていた身体を回を重ねるうちに少し
ずつほぐし、本来の治癒力を高めていき
ます。快い体験を味
わってみてください。

水曜　
10：30～11：45
３カ月　
12回19,800円（毎週）
6回12,870円（月2回）

　日々の疲れを癒やし、ゆっくりと無
理なくからだを動かしていきます。自
分のからだを知る事で、自然に自分に
合った良いバランスに整えましょう。

太極拳研究家
◎坂本　公子
　専任講師

太極拳研究家
◎坂本　公子
　専任講師

合気道廿日市道場
藤村　法行
森川　昌茂
檜垣　一美

ヨーガ療法士
本石　道彦

LGダンス教室経営指導
花本　啓
田川　信枝 プアナニフラメイツ主宰

土井　千恵子

ナーメア フラ オ カ プアメリア
主宰
伊藤　紅女

ボディメンテナンスTake主宰
まゆみ

㈶日本ボールルームダンス連盟
広島県支局
小松　映美

河﨑ダンススクール主宰
◎河﨑　繁樹
河﨑ダンススクール専任講師
山﨑　洋平（木曜）、近藤　みわ（土曜）

日本ボディポテンシャル協会
Ａ級公認指導士
下村　美加

ＮＰＯ法人国際ヨガ協会広島西学園長
荒川　文代

美癒空間主宰
増本　順子

金曜　
16：00～17：00
３カ月　12回１5，840円

日曜　10：15～12：15
３カ月　11回16,940円

　軽い瞑想やヨーガのポーズなど
を行い、緊張と緩和を意識して身体
の内側を観察します。優しく指導し
ます。ぜひお越しください。

第②④木曜
14：30～16：00
３カ月　
6回12，870円

第①③月曜　
10：15～11：45
３カ月　
6回12,870円

金曜　
10：15～11：45
３カ月　
11回１9，602円

太 極 拳

第②④木曜
12：15～13：15
３カ月　
6回13，002円

　ハワイアンのリズムに合わせて、右
に左にステップしつつ、笑顔で踊るこ
とを目指します。細く長く楽しみなが
ら、心も身体も健康
でいましょう。
アロハ・ヒロ・フラクラブ主宰
ヒロ村井

合 気 道気功＆太極拳

熟年の健康ヨガヨガ健康法

コア・ヌードル（女性限定）

楽 ヨ ガ骨盤調整法～ヨガのからだほぐし～

ソシアルダンス（準中級） ハワイアン・フラ

楽しくハワイアンダンス
～基礎からのフラ～

ソシアルダンス ソシアルダンス

健
康
・
ヨ
ガ
・
ダ
ン
ス
・
バ
レ
エ

　日常生活の息抜きにバレエを始
めませんか。体の軸を鍛えてきれい
な姿勢、しなやかな動きを身に付け
ましょう。

はじめてのバレエ

第①③土曜　
14：15～15：30　
３カ月　6回13,002円

　妖艶なイメージのベリーダンスです
が、ダンスを通して体幹を整え筋力を
高めるので怪我予防にもなると、再び
人気が高まっています。アラブの音楽
を楽しみながら、体づく
りをしていきます。
ベリーダンススタジオ バハル主宰
Yoko

健康な体づくりを目指すベリーダンス健康フラ

　数多く吹くうちに自然に篠笛らし
い息づかいや音程使い、日本的な
間拍子が身についてきます。自分
の心を笛の中に吹き込みましょう。

第①③金曜　
１０：１５～１１：４５
３カ月　6回14,652円

　軽快なリズムやサウンドで人気の津
軽三味線を始めてみませんか。津軽三
味線の楽器や音楽についても説明し
ながら、ゆっくりと練習していきます。

第②④金曜　
18：30～20：00
３カ月　6回20，592円

風声会講師
坪井　育子

成田流二代目家元
◎成田　光義
成田流総師範
成田　光華

土曜　
12：15～14：10
３カ月　12回25，344円

　踊る事のみならず、日常の立居振
る舞いに加えて、着物に親しみ剛柔
いずれにも適せる動きに慣れるよ
う、習得しましょう。

藤間流師範
藤間　恵香

日本舞踊（藤間流）

やさしい津軽三味線

篠　　笛

邦
楽
・
舞
踊

　謡曲(うたい)や仕舞を、初歩から指
導します。お能のなかには、美しい「こ
とば」や「型」などがたくさんあります。
これらに触れながら自ら新しい感性を
養いましょう。性別年
齢は問いません。

能楽ー仕舞ー金剛流

月曜（月2回）　
12：15～13：45
３カ月　6回17,292円

金剛流職分
豊嶋　晃嗣


