
講座案内2022年 2022年4月～　　  9月

呉 教 室 ☎0823（21）2334（受付時間…9：30～18：00／日曜・祝日は休み）呉市中央2丁目1-1 
中国新聞呉支社3階

書
　
　
道

第①②③木曜　１３：００～１５：００
３カ月　9回20,790円

土曜　13：00～15：00
　　　15：30～17：30
３カ月　11回19,360円

木曜　１5：3０～１7：3０
３カ月　11回19,360円

日本書芸院一科審査会員
古土井　紫峰

土曜　
10：00～12：00
３カ月　
11回18,150円

秀水会主宰
髙岡　秀汀
火曜　１８：００～２０：００
３カ月　12回20，460円
　　　　 6回１2，210円
　　　　子ども　12回１3，860円

公立小学校書写講師
上村　香鵬

かな書道

ペン習字・かな書道

伝筆教室 夢

漢字書道・かな書道

実用書道とかな

公立小学校書写講師
上村　香鵬

　いろはの単体から始め、変体かな、連綿四
行書、和歌の散らし書きと進め、かなの美しさ
を学びます。実用も加味した講座です。

　楷書から始め、順次各書体に進みます。
かな書道は、基本のいろはから、ちらし書き、
色紙、短冊、半折へと進めます。

　ペン習字は、かな、漢字から始め、はがき
文、便せんへ進めます。かなは、いろはから、
ちらし書き、半折へと進めます。

気楽に書道を！
　ペン習字、実用書から作品制作まで、希望
に応じて幅広く指導します。書道に親しみ、日
常生活にも役立てましょう。

日本書芸院審査員
臼井　休山
水曜　１０：００～１２：００
３カ月　12回20，460円

漢字書道
　正しく美しい文字を書けるように書の基本
から学びながら、書作品の創作にも挑戦しま
しょう。

　伝（つて）が広がる伝筆。筆ペンを使って、ユ
ニークであたたかい文字を描いてみません
か。季節感のあるカレンダーとハガキ作品を毎
回完成させます。

月曜　
１５：３０～１７：３０
３カ月　12回１9，140円

日本篆刻家協会評議員
今村　董圃

篆刻教室
　文字を調べ筆を持ち、印刀で石に文字を刻
み、押して一つの作品を完成させます。篆刻
の基礎となる篆書も
学べます。

書道笹波会会長
◎村上　俄山
書道笹波会総務理事
岡島　絹子 金曜　１８：００～２０：００

３カ月　11回１9，360円　
子ども　11回１3，310円

漢字の書で自分磨き
　「手すじが悪くてどんなに書いても上手に
なりません」と言われる方に、自然に美しく楽
に書くことを指導します。

日展会友
金谷　雷聲
日本書芸院審査員
河野　香仙

　美しく読みやすい文字を書けるよう、基本
から指導します。手紙やのし袋、芳名帳などを
書くのに自信がつきます。

●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。　●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

第②④木曜　18：00～19：30
3カ月　6回12,210円

はじめての油絵
　印象派の色彩を学び、色彩表現を楽
しみながら描きましょう。まずは風景画
の模写から始めます。色を置き重ねて
いくだけで雰囲気のある作品に仕上が
ります。

新講座 リニューアル絵本の読み聞かせ

画家
新田　和成

第④月曜　13：30～15：00
3カ月　3回8,745円

◆

◆

　子どもたちの感性や想像力を高めるために、
読み聞かせを基礎から見直してみませんか。絵
本や紙芝居の選び方、事前準備や練習の仕方か
ら指導します。

コミュニケーションアドバイザー
桂　幾子

［呉 教 室］
［東広島教室］

水曜　10：00～12：00
　　　15：30～17：３０
　　　18：00～20：00
第②④水曜　
13：00～15：00
３カ月　12回19,140円
　　　　 6回11,220円

欧風花インスティテュート監事
中村　和美

第①③木曜　
１3：0０～１5：００
３カ月　6回１6，170円

フラワーデザイン研究会花未来
広川　都也子

第②④土曜　１０：００～１２：００
３カ月　6回１6，170円

日本フラワーデザイナー協会本部講師
古川　悦子

第②水曜　
１８：００～２０：００
３カ月　3回7，425円

池　　　坊

暮らしの花レッスンフラワーデザイン

楽しいヨーロピアンの
フラワーデザイン

正 光 流い
け
花
・
フ
ラ
ワ
ー

第①③金曜　
１３：００～１５：００
３カ月　6回11,220円

正光流家元嗣
廣瀨　三玲

池坊総華督
森脇　小百合

　伝統ある池坊の和と美を追求しながら、現
代の生活環境にマッチした生け方を指導し
ます。

　生け花の歴史を学んだうえで、のびのびと
現代の私たちの華を生けましょう。

　日々の暮らしの中で生かせるフラワーアレ
ンジメントを、日本やヨーロッパの行事の中か
ら季節に合わせたテーマで進めていきます。

　知識と技術を基本から分かりやすく手ほ
どきします。「花と語らい学ぶ時間」を楽し
んでください。

　季節感のある花材を使ってアレンジを楽し
みます。基礎から応用まで分かりやすく進め
ていきます。

話
し
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・
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第②水曜　
13：30～15：00
３カ月　3回8,745円

～言葉一つで自分力UP～
輝く女性の人生

コミュニケーションアドバイザー
桂　幾子

水曜　
１5：3０～１7：３０
３カ月　
11回16,940円

囲　　碁

　言葉を大切に使えるよう
になれば、人付き合いが楽
になり、発想が前向きにな
ります。

　頭の体操であり感性を高める知的ゲームと
して注目を集めています。対局式で指導し、囲
碁の考え方や石の形・方向の解説、手直しをし
ます。

六段
足立　輝男

第②土曜　
１0：30～12：00
３カ月　3回7,425円

日本アロマ環境協会認定
アロマテラピー
インストラクター
土井　佳子

季節を感じるアロマテラピー
　暮らしに役立つアロマ活用術を楽しく学び
ます。香りだけではないアロマの魅力を感じ
てください。

第②火曜　
１０：００～１２：００
３カ月　3回7,425円

煎茶道三癸亭賣茶流（卓式形式）

スイート マイプリザーブドフラワー

フェリシテフラワー代表
鍵本　志乃

　枯れる心配のない花
で、部屋を明るく飾りま
せんか。毎回、季節感を
取り入れた旬のデザイ
ンを楽しめます。

　「いつでも」、「どこでも」、「誰でもできる」
をモットーに、おいしい煎茶の入れ方、作法を
学びます。

第①③水曜　
１３：００～１５：００
１５：３０～１７：３０
３カ月　
6回12，210円

三癸亭賣茶流総鑑
石中　眞理子

茶
　
道

第①水曜　
13：00～14：30
3カ月　3回８，４１５円

（一社）伝筆協会認定講師
松川　裕子

◆の講座は、1回のみ体験受講が可能です。体験受講
は、会員以外の方も受講できます。電話予約の上、事前
に窓口で受講料を現金でお支払いください。30分500
円で見学も可能です（1講座1回のみ）。詳しくはお電話
でお問い合わせください。

H P は
こちら
から→
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第①③水曜　
13：00～１５：００
３カ月　6回14,190円

ル・レーブ主宰
藤田　鈴江

第①③金曜　10：00～12：00
３カ月　6回12,210円

金曜　１0：0０～１2：００
３カ月　12回13,860円

日本キルトアート協会会員
賀茂　サチ子

七宝焼同好会

第②④月曜　
１0：００～12：0０
３カ月　初級　6回12,210円
　　　　専修　6回14,190円
　　　　研究　6回16,170円

第②④火曜　
１０：００～１２：００
３カ月　初級　6回12，210円
　　　　 　3回 7，425円
　　　　上級　6回１9，470円

（公財）日本生涯学習協議会監修
銀粘土技能認定者
内之丸　恵理子

第①③月曜　
１3：００～16：0０
３カ月　初級　6回14,850円
　　　　中級　6回16,170円

（一社）日本和裁士会広島県支部理事
松島　ひとみ

第①③木曜　15：30～17：30
　　　　　　18：00～20：00
３カ月　6回13,530円

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子
正教授
杉本　和子、坪井　さかえ

第②④木曜　
１０：００～１２：００
３カ月　6回12,210円

ドレメ式洋裁教員1級
濱口　志保美

きもの着付けプロ養成コース（初心者～経験者）

素敵なリボン刺しゅう＆フランス刺しゅう◆ パッチワーク

銀粘土で作る手作りアクセサリー◆

深雪アートフラワー

和　　裁

思い出の布地を新しい洋服に

はじめての洋裁（フリークラス）

七 宝 焼

深雪アートフラワー門下師範
中下　純子

木曜　15：30～17：30
　　　18：00～20：00
３カ月　3回7,425円

第①③金曜　１０：００～１２：００
３カ月　6回13，530円

きもの着付け（研究科）

らくらく前結びきもの着付け

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子
正教授
杉本　和子、坪井　さかえ

和装アドバイザー
中林　丕冨美

　基礎のステッチの刺
し方から丁寧に指導し
ます。立体感が魅力の
リボン刺しゅうも学べ
ます。

　小さな布をつなぎ合わせて、クッション、
バッグ、タペストリー、ベッドカバーなど楽しく
作りましょう。

　基礎から始め、アクセサ
リーや額、立体作品など、個
性的で特徴ある作品をおの
おののペースで作っていき
ます。

　粘土状の純銀素材を使って、世界に一つの
オリジナルアクセサリーを作ります。

　色の出し方、着色の方法など、花を作る楽
しさや喜びを感じながら、基礎から技術を学
びます。

　基本の運針を身に付け、肌着や浴衣も縫いま
す。基礎から専門的な技術まで、目的やペースに
合わせて指導します。

　採寸を行い、体形に合わ
せた原型・基本パターンを
作ります。指定のデザイン
から服を選び、一枚ずつ丁
寧に仕上げていきましょう。

　家庭で眠っている着物や、思い出の洋服を
ほどいて、普段気軽に着られるブラウスやワン
ピース、コートなどに作り直しましょう。

　今まできものに携わっていなかった方で
も、このコースを修了するとプロとして独り立
ちできる技術が身に付きます。

　新しい帯結びを学びたい、今までの復習を
したい、という方を対象にきものを忘れないた
めの勉強の場を提供します。

　きものを洋服感覚で気軽に楽しみませんか。
帯を体の前で結ぶ方法で、早く、美しく一人で
簡単に着付けができます。

木曜　15：30～17：３０
　　　18：00～20：00
３カ月　12回19,140円、6回13,530円

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子
正教授
杉本　和子、坪井　さかえ

きもの着付け
　初めて着物の着付けを勉強する方から、経
験者まで、それぞれのレベルに合わせて指導
します。

第②④木曜　
１３：００～１５：００
３カ月　6回12,210円

ドレメ式洋裁教員１級
濱口　志保美

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）

500円500円
キャッシュバック！キャッシュバック！

見学後
10日以内の
入会で

見学後
10日以内の
入会で

まずは各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

火曜　
１３：３０～１５：００
３カ月　
12回１7，820円

太極拳研究家
◎坂本　公子
　宗正　恭子

　流れるようなゆるやかな動きの中にも、武
術の基本となる動きが含まれています。年齢
を問わず、誰もが楽しく学べます。

太 極 拳 ◆

火曜　
15：30～17：30
３カ月　
12回１7，820円

日中友好協会太極拳講師
久留島　幹夫

　二十四式をおおむねマスターした方を対象
とした中級講座です。一緒に技術の向上を図
りましょう。

太 極 拳

土曜　
15：30～17：30
３カ月　11回１7，182円

LGダンス教室経営指導
◎花本　啓
◎田川　信枝
専任講師

第①③水曜　
１０：００～１１：15
３カ月　6回12,342円

第①③水曜　１３：００～１４：15
３カ月　6回12,342円

第①③水曜　11：25～12：40
３カ月　6回13,002円

火曜　１８：００～１９：３０
金曜　１6：００～１7：30
土曜　１８：００～１９：３０
３カ月　
12回１8，084円
　6回11，022円

石原バレエアカデミー
主宰
◎石原　純子

石原バレエアカデミー
講師
森尾　真美、胡子　真理子、𠮷川　安奈

水曜　１5：3０～１6：45
木曜　10：00～11：15
３カ月　12回１8，084円

第①③木曜　
１３：００～１４：15
３カ月　6回12,210円

月曜　１8：15～19：30
３カ月　12回１8，084円

石原バレエアカデミー講師
胡子　真理子
𠮷川　安奈

中井千恵エアロビックダンススタジオ
◎中井　千恵
インストラクター
山下　みゆき

はじめての楽しいフラダンス

ゆるゆるリラックスストレッチ ◆

やさしいバレエ

やさしいエアロビクス＆ストレッチ◆ 中高年のためのエアロビクス＆ストレッチ◆

ソシアルダンス

フラでシェイプアップ 楽しいフラダンス（中級）

ダ
ン
ス
・
バ
レ
エ

健
康
・
ヨ
ガ

九州ハワイアン協会広島支部長
金子　冴子
インストラクター
鳥谷　美智子、島津　弘美

中井千恵エアロビックダンススタジオ
◎中井　千恵
インストラクター
山下　みゆき

第②④土曜　１３：００～１4：15
３カ月　6回12，342円

ベリーダンススタジオバハル専属講師
Yasco

月曜　１0：3０～１2：００
３カ月　12回18,084円

広島県ダンス教師協会正会員
矢野　祥子

はじめてのソシアルダンス

笑顔になれるフラ

　社交ダンスの技術、マ
ナー、エチケット、リズムの
とり方、正しい姿勢などを
基礎から学びます。

　初めての方から経験者ま
で、一緒にフラを踊りませ
んか。楽しく体を動かせば、
心も体も若々しく、健康的
で素敵な笑顔になれます。

自力整体でセルフケア
　輪っか状のタオルを用いて、体をゆらゆら
気持ちよく動かします。脱力しながら、筋肉や
関節を揺さぶり、体を自分の
必要な力加減でほぐすので、
誰でも無理なくできます。

　基礎訓練を行い、どこへ行っても通用するダ
ンスを指導します。種目はブルース、ジルバ、ル
ンバ、ワルツなどです。

　初心者でも楽しめます。足の先から顔の筋肉
まで使うのでエクササイズとしても人気です。

　年齢に関係なく、ゆるやかな動きで楽しむ
ことができます。優雅な踊りで心と体をリフ
レッシュしましょう。

　ハワイアンのメロディーは心を癒やし、適度
な動きは血行を促し、健康増進につながりま
す。音楽に合わせて仲間と一
緒に笑顔で踊りましょう。

　心地よい音楽に合わせて、しなやかで健康
な体づくりを目指しましょう。

　音楽に合わせて、楽しく有酸素運動をして
代謝をあげましょう。一緒に体を動かす習慣を
身に付けましょう。

　ステップを一つずつ丁寧に指導しながら進
めます。中高年の方でも楽しく踊ることがで
きます。

　バレエやヨガの動きを取り入れた誰でも簡
単にできるストレッチです。無理なく体を動か
してみませんか。

九州ハワイアン協会広島支部長
金子　冴子
インストラクター
鳥谷　美智子
島津　弘美

九州ハワイアン協会広島支部長
金子　冴子
インストラクター
鳥谷　美智子、島津　弘美 第①③土曜　

１0：００～１1：30
３カ月　6回13，002円

中四国ハワイアン協会インストラクター
南　一恵

ベリーダンスで筋力UP
　ウエスト周りや背中を使った動きで、イン
ナーマッスルを鍛えると、ボディーバランスが
整った美しい姿勢になります。
音楽に合わせて、基本の動き
から振り付けまで学んでいき
ましょう。

金曜　１３：００～１４：３０
３カ月　11回１6，94０円

矢上予防医学研究所認定
自力整体ナビゲーター
中田　深雪

第③木曜　
１５：３０～１７：３０
３カ月　3回7,425円

折形礼法（祝儀袋と行事の包み方）

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子
正教授
杉本　和子

　折形とは和紙と水引で金封を作り贈る武家
礼法のひとつです。自分の手で祝いを折り包
んで贈ってみませんか。

第②④月曜　１３：００～１５：００
3カ月　6回１3，53０円

楽しくなるきもの着付け・装道（初級）
　日本の行事を紹介しながら、着物を一人
で着られるように指導します。体形補正の仕
方や、浴衣、街着、振袖、留袖の着方からたた
み方、着物にあった帯結びまでを学んでいき
ます。

（公社）全日本きものコンサルタント協会講師
金光　康子、宇根﨑　由紀
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第②④土曜　
１０：００～１２：００
３カ月　6回１3，662円

花柳会役員
花柳　雅豊
専門部資格
花柳　佳雅京 第②④土曜

１5：3０～17：3０　
１8：００～20：0０
３カ月　6回12,342円

第②④水曜　
（初級）１２：４５～１３：４５
（入門）１４：００～１５：００
３カ月　6回12,342円

日本尺八連盟竹帥大師範
森岡　奏山

エム・ミュージック・グランビア専任講師
森岡　桂子

第②④木曜　
（初心者）１２：４５～１４：００
（経験者）１４：００～１５：００
３カ月　6回１4，322円

第②④水曜　
１０：００～１１：３０
３カ月　6回12，342円

合唱講師
竹本　勢津子

金曜（月2回）　
１５：３０～１8：３０
３カ月　6回12,342円

日本舞踊（花柳流）

すぐに弾ける！！楽しいウクレレ
（初心者・経験者）

誰でも吹ける楽しく吹ける尺八 箏に親しむ

歌って、笑って、歌声体操 ◆◆

やさしいオカリナ

舞
踊
・
邦
楽
・
音
楽
・
楽
器

宮城道雄直傅松尾社大師範
中本　三映子

フェイマスインストラクター
竹丸　由里

　初めての方にも親しみやすいように、民謡
や演歌なども取り入れて指導します。美しい
立ち居振る舞いを学び、礼儀作法を身に付け
ましょう。

　尺八は難しいと敬遠されがちですが、こつ
をつかめば誰でも吹けます。貸し出し用の尺
八（有料）も用意しています。1時間の個別
レッスンです。

　筝曲古典から現代曲まで、分かりやすく丁寧
に指導します。イスに座ってのレッスンなので、
正座が苦手な方でも大丈夫です。個人のレベ
ルに合わせて約40分間、グループまたは個人
レッスンで学びます。

　素朴でやわらかな音色が人気のオカリナ。
音階の練習から始め、童謡や世界の名曲など
さまざまなジャンルの曲に挑戦します。

　チューニングの仕方、持ち方、弾き方から
説明します。さまざまなジャンルの曲を演奏
します。

　大きな声で歌い、笑うことで健康の維持に
努めます。老化予防として注目の「運動＋音
楽」で心も体もリフ
レッシュしませんか。

第①③火曜　１２：４５～１３：４５
３カ月　6回１2，342円

エム・ミュージック・グランビア専任講師
森岡　桂子

はじめてのオカリナ
　初めてオカリナを吹いてみたいという方を
対象としたクラスです。楽器の持ち方や指使
い、楽譜の読み方などの基礎から学びます。

はじめてのボイストレーニング
　声を出すための呼吸法、姿勢、詩を使っての
発声法など、歌を取り入れながら基礎から学
びます。

第①火曜　１０：００～１１：３０　
３カ月　3回7，491円

呉少年合唱団副団長
松原　里香

第①③土曜　１0：0０～１2：００
第②④月曜　１0：0０～１2：００
３カ月　6回11,220円

絵手紙作家
原　年永

暮らしの絵手紙

絵
画
・
デ
ッ
サ
ン
・
美
術
工
芸

火曜　１0：００～12：００
３カ月　11回18,150円
　　　　 6回12,210円

日展会友
城谷　なるみ

第②④火曜　
１３：００～１５：００
３カ月　6回１4，190円

京表具冨岡泰雅堂
冨岡　昭則、寺内　美惠

京表具（掛軸）

彫刻（彫塑）

月曜　
１３：００～１５：００
３カ月　
11回１8，150円

金曜　１０：００～１２：００
　　　１３：００～１５：００
３カ月　11回１9，360円

日本水彩画会会員
栗林　忠孝 日本美術家連盟会員

星加　哲男

日本美術院院友
島田　戴造
第①③土曜　
１０：００～１２：００
３カ月　
6回12，210円

火曜　
１８：００～20：00
３カ月　
11回19,360円

日展会員
守長　雄喜

第②④水曜　
１5：3０～１7：3０
３カ月　6回12,210円

洋画家
井上　タカヒロ第①③火曜　

１３：3０～１５：００
３カ月　
6回12,210円

武蔵野美術会主宰
垣之内　千広

はじめての水彩画

初心者の水彩画

パステル・油絵・淡彩

デッサンから始める色鉛筆画 ◆

日本画・墨彩画

油　　絵

　花や果物、野菜などの写生から始めます。
絵の具や筆の扱い方、魅力的な構図、色の表
現など、分かりやすく指導します。野外写生も
行います。

　絵を描く材料にはそれぞれの持ち味があり
ます。パステル・油絵・淡彩、好きな画材で自由
に描いてください。

　基本の写生、構図の考え方、用具の使い方
から作品制作まで丁寧に指導します。描く楽し
みを一緒に味わいましょう。

　静物を中心に、デッサンや構図の決め方、絵
の具の使い方など基礎から学びます。個性的な
絵が描けるように指導します。

　使用道具の説明から、デッサン、構図、着色方
法など、個人のペースに合わせて丁寧に指導し
ます。

　色鉛筆作品は、驚くほど鮮やかな色彩と上品
さを兼ね備えています。デッサンの模写から始
め、彩色に移ります。

　感じたことを素直に、肩の力を抜いてのび
のびと描きましょう。心を込めて描いたものは
相手の心に伝わります。

　裏打ちと裁断を通じて基
礎を学びます。基礎技術習得
後は、１年に１本のペースで、
作品を仕上げます。

　主に身近な人物をモデルに、粘土を使って
立体像を作ります。制作を通じて、立体的に表
現する方法を身に付けましょう。

第②④火曜　１３：００～１５：００
３カ月　６回１２，２１０円

写　　真
　写真を撮り、見ることにより、新しい自分や
今までと違ったシーンを発見し、それが人に伝
わるような写真表現を一緒に追求しましょう。
撮りためた写真を整理し、自分らしい写真作品
にする方法についても指導します。

二科会写真部会員
平野　良雄

教
　
　
養

第②土曜　１３：００～１５：００
３カ月　3回７，425円

国立病院機構呉医療センター名誉院長
大村　一郎

第②月曜　13：00～15：00
３カ月　3回７，425円

広島国際大客員教授
千田　武志

万葉集を楽しむ

世界史の中の呉・広島の近代史

　大伴家持旅人の歌、額田王、大伴坂上郎女
の歌、柿本人麻呂、山部赤人の歌などを順次
歌っていきます。

　世界史的視点から呉・広島の近代史を学び
ます。呉の歴史を知り、一緒に話し合って理解
を深めましょう。

第④火曜　１0：００～12：00
３カ月　3回７，425円

広島弁護士会所属弁護士
中野　誠吾

身近に起こる法律問題
～解説と対処法～
　難解な法律を事例を交えて分かりやすく
解説します。正しい知識・対処法を身に付け
ましょう。

それぞれの分野でご活躍中の講師の方々を募集しております。経

歴書（顔写真付）と、講座（作品）内容のわかる資料・写真を同封の

上、ご送付ください。後日、担当者から連絡させていただきます。な

お、いただいた資料・写真は返却できませんので、ご了承ください。

【履歴書送付先】
〒730-0011　広島市中区基町6-78基町クレド10階
　　　　　　　中国新聞文化センター・講師募集担当宛

講 師 募 集
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）

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。

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

第①③木曜　10：００～11：３０
3カ月　6回12,342円

ポップスで表情筋UP
　楽しくポップスを歌いながら顔のエクササ
イズをしましょう。表情筋を鍛えて声を通りや
すくし、明るく若々しい表情で過ごしましょう。

合唱講師
竹本　勢津子

第④木曜　13：００～15：00
3カ月　3回7,425円

仏さまの教えに学ぶ
　仏さまの教えには、現代社会をいきいきと
生きるための知恵が詰まっています。一緒に
仏さまの教えを学んで、気持ちよく毎日を過
ごしませんか。行事作法などもお伝えしてい
きます。

浄土真宗本願寺派明円寺住職
竹田　嘉円

土曜　１3：0０～１5：００
　　　15：30～17：30
３カ月　
親子　11回22,990円
子どものみ　11回13,310円

のびのび親子書道（毛・硬筆）子
ど
も

小学校書写講師
上村　香鵬

　鉛筆・筆の正しい持ち方、姿勢など基本から
指導します。子どもは教育書写、大人は実用書
道の練習を行います。

◆
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第①③木曜　
１３：００～
　　　１５：００
３カ月　
6回12，210円

日本美術家連盟会員
加地　守

第②④土曜　
１３：００～１５：００
３カ月　
6回12，210円

第①③火曜　
15：30～17：30
18：00～20：00
３カ月　6回12，210円

其阿弥美術館長
加藤　寛二

日本ペン習字研究会師範
平川　素月

絵
画
・
デ
ッ
サ
ン
・
書
道

水 彩 画 油　　　絵

生活に役立つ筆ペン・ペン習字

日 本 画

第①③月曜　
10：00～
　　15：00
3カ月　
6回17,820円

日本水彩画会会員
天野　和江

第②④水曜　
18：00～20：00
３カ月　6回16,170円

広島大名誉教授
難波　平人

第②④金曜　
１３：００～１５：００
３カ月　6回１3，530円

日本絵手紙協会公認講師
西田　喬子

たのしい絵手紙

第②④火曜
13：30～
　　15：30
15：30～
　　17：30
３カ月　
6回10,890円

絵 手 紙

日本絵手紙協会公認講師
溝田　勝子

　季節の花や風景、静物を彩り豊か
な水彩画で描いてみましょう。デッ
サンや構図の取り方、彩色など基本
から丁寧に指導しながら、絵を描く
楽しさを伝えていきます。

デッサン・淡彩・油彩
　家族やペットの写真、花や野菜な
ど身の回りにある好きなモチーフ
を、好みの画材で描きましょう。物の
見方やデッサンの描き方を学びなが
ら、画材の扱いに慣れていきます。

　初歩の大切なデッサンを主体に、
物の形を自由に表現できるよう指導
します。一緒に描いてみませんか。
希望者は水彩の技法も学べます。

　静物の写生、風景スケッチから始
め、墨彩画や日本画の制作ができる
ように指導します。構図や光の技法
も学べます。

　絵手紙のモットーは「ヘタでいい、
ヘタがいい」です。描くものを手に
とって、しっかり見つめてハガキいっ
ぱいに描きましょう。

　絵手紙は今の自分の思いを伝え
る絵のある手紙です。はがき、巻紙
など手紙の幅を広げていきます。

第②④木曜　
10：00～12：00
３カ月　
6回12，210円

東広島書道協会
下竹　白鳳

漢字書道
　漢字の基本から応用まで学べま
す。実用書から芸術書道まで幅広く
学習を進めてい
きます。

　ボールペン・デスクペン・筆ペンな
ど日常の筆記用具で、正しく美しく書
けるように自分の住所、名前から練
習していきます。

（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会
公認指導員
倉本　一清
片山　哲彦

木曜　
10：00～12：00
３カ月　
11回17,182円

火曜　
10：30～
12：00
３カ月　
12回16,500円

じ きょう じゅつ

水曜　
18：30～20：00
３カ月　
11回18,997円
第①③火曜　
18：30～20：00
３カ月　
6回13,662円

金曜　
13：00～14：30
３カ月　
11回17,787円
第①③金曜　
14：30～16：00
３カ月　
6回11,682円

LGダンス教室経営指導
花本　啓
田川　信枝

自彊術普及正会員指導員
中村　佳子

ナーメア フラ オ カ プアメリア
伊藤　紅女

土曜　
10：00～
　　　12：00
３カ月　
11回16,335円

日中友好協会太極拳
講師
久留島　幹夫

第②④土曜　
13：00～14：30
３カ月　6回13,662円

第②④火曜　
18：30～20：00
３カ月　
6回12,342円

第①③土曜　
13：00～14：30
３カ月　6回12,210円

金曜　
10：00～11：00
３カ月　11回13,915円

広島ハワイアン・ソサエティ フラ代表
上西　千加子

介護予防運動指導員
向田　香織

健
康
・
ヨ
ガ
・
ダ
ン
ス
・
バ
レ
エ

太 極 拳

ラブリー・エレガント・フラ◆

情熱のフラメンコ

スポーツウエルネス吹矢

ロコモ予防体操
～少しの努力でキレイ、元気を手に入れる～

ハワイアン・フラ ハワイアン・フラ

自 彊 術

ソシアルダンス

　二十四式太極拳をひと通り学ん
だ方のための講座です。ポイントを
繰り返し練習し、レベルアップを図り
ます。

　31の動作から成り立つ健康体
操です。腹部のマッサージから始
まり、下肢を鍛えることまで順序正
しく行い全身の調和をはかります。

　骨盤底筋群を鍛えて泌尿器トラブ
ルを予防し、有酸素運動で血液やリ
ンパの流れをよくしましょう。

　腹式呼吸を要とした吹矢式呼吸
法で矢を的に飛ばします。血液循環
を良くして、冷え症やストレスをやわ
らげましょう。

　基本的な動きやステップを中心
に、楽しみながら学びます。初心者の
方、大歓迎です。

　初めての方がフラメンコを楽しい
と感じられるよう、分かりやすく指導
します。３カ月で１曲踊ることを目標
とします。

　癒やしのハワイアンミュージック
に合わせて楽しく踊ることで、心も
体もリフレッシュしましょう。

　心地良いハワイアン音楽に合わせて、
無理なく体を動かしてみませんか。基礎
からゆっくり進め、踊ることを目指します。

スペイン舞踊スタジオ
「秋」-Aqui-主宰
秋友　ともみ

カウアレファトシコ フラスタジオ
堀内　敏子

　初級、中級の方を対象に、ステッ
プ、手や腰、指など、全体の動きを丁
寧に指導します。生バンドで踊るチャ
ンスもあります。

土曜　
16：30～18：00
（未就学児～小学生）
３カ月　12回20,064円

子どもクラシックバレエ◆子
ど
も 　バレエを通して集中力・向上心

を養い、表現力を磨きます。柔軟
性、リズム感、コミュニケーション
能力も高まります。

古江バレエスクール
古江　加歩
古江　幸江

茶
　
　
道

表千家教授
丹下　睦子

表 千 家 裏千家茶道

月曜（月2回）　
13：00～15：00
15：30～17：30
火曜（月2回）　
18：00～20：00
３カ月　6回10,560円

　茶道裏千家の指導方針に沿って
分かりやすく指導します。まずは基
本の薄茶手前ができるように学んで
いきましょう。

金曜　
10：00～12：00
３カ月　
12回18,480円

上田宗箇流家元宗匠
◎上田　宗冏
専任講師
景山　宗紀

上田宗箇流
　静物の中に形と心を整えてゆく茶
の稽古は、充実した日々のもととな
ります。広島の地に伝えられた由緒
正しい茶の湯を学んでみませんか。

　寒い時期は炉の点前、暑い時期は
風炉の点前といったように、季節を
感じながら、茶道の基礎と作法を学
びましょう。

金曜　
１３：３０～１５：３０
３カ月　11回16,940円

裏千家教授
水野　宗勝

◆

◆

◆

◆ ◆ ◆

◆◆◆◆

◆

◆

◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

第①③月曜　
１5：3０～１7：3０
１8：0０～20：0０
第①③水曜　
１0：0０～１2：００
３カ月　6回9,570円

第②④水曜　
13：30～15：00
３カ月　6回16,302円

日本演奏連盟会員
山村　ひとみ 第①③木曜　

13：30～15：00
３カ月　6回16,962円
（30分・個人レッスン）

い
け
花
・
フ
ラ
ワ
ー

季節のいけ花 池坊 暮らしの中の
フラワーデザイン

第②④水曜　
１０：0０～１２：0０
３カ月　6回12，342円

女声コーラス名曲を歌おう フルートで素敵にハーモニー◆音
楽
・
楽
器

　テーブル花や花束などを、美しく
デザインするための基礎知識を技
術を学び、暮らしに花を取り入れま
しょう。

　自然の草花をあらたに見つめ直し
てみませんか。池坊の和と美の精神
を求めつつ、草木に接していきま
しょう。

日本フラワーデザイナー協会
講師
なかやま　ゆみ
第①土曜　
１３：００～１5：００
３カ月　3回7，590円

季節のフラワーデザイン
　季節の行事に合わせたイベント花
や、旬の花材を使ったブーケやアレ
ンジメントを制作します。初心者大歓
迎です。

　音域の広さを生かしてクラシック
からポピュラーまで、さまざまな曲
を演奏しましょう。

　日本や世界の名曲を美しい発声、
発語で歌います。音域をひろげ歌う
楽しみを味わいましょう。

　歌うための呼吸法や発声法を学
びます。広い空間で仲間と共に２声・
３声などの美しいハーモニーを作り
ましょう。

華道家元池坊安芸悠遊会
三枝　淳子

日本フラワーデザイナー協会
名誉本部講師
曽根　民子

フルートコンコード広島団員
久善　結弥子

指揮・歌唱指導
佐山　房子
ピアニスト
岡田　智恵

第①金曜　
13：00～15：00
３カ月　3回7,425円

楽しくなる
きもの着付け・装道（初級）
　日本の行事を紹介しながら、着物を
一人で着られるように指導します。体
形補正の仕方や、浴衣、街着、振袖、留
袖の着方からたたみ方、着物にあった
帯結びまでを学んでいきます。

第②④土曜　
１３：００～１５：００
3カ月　6回13,530円　
　　　　3回 7,425円

（公社）全日本きものコンサルタント協会講師
金光　康子

第①③火曜　10：00～12：00
３カ月　6回12,210円

全国特定和文化連盟学院手描友禅・型友禅講師
宮本　由美子

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子
正教授
長﨑　良子

第①③水曜　18：00～20：00
３カ月　6回13,530円

水曜（月1回）　18：00～20：00
３カ月　3回7,425円

第②④火曜　
13：00～15：00
３カ月　6回13,530円

前結び きもの着付け

手描友禅・型友禅染め

服
飾
・
着
付
け
・
マ
ナ
ー

手
芸
・
ク
ラ
フ
ト

きもの着付け きもの着付けプロ養成コース◆
（初心者～経験者）

きもの着付け（研究科）

　身近にあるハンカチ、のれんなどを
使って染めの練習をしながら、日傘、ブ
ラウスなどと描き進めていきます。

　初歩から学びたい方、お子さんに
美しく着せられるようになりたい方
など希望に合わせて指導します。着
物・帯の貸し出しも可能です。

　「前で結んで後ろへクルッ！」帯を
体の前で結ぶ方法で、きものを洋服
感覚で気軽に楽しみませんか。

和装アドバイザー
中林　丕冨美

水曜　
18：00～20：00
３カ月　12回19,140円

第①水曜　
13：00～15：00
３カ月　3回7,425円

折形礼法
（祝儀袋と行事の包み方）

小田順子きもの文化学院学院長
小田　順子
正教授
高橋　真由美

　和紙を使って、人の一生の祝いを
折り包み贈って楽しみませんか。

HPは
こちらから
↓

東広島教室 ☎082（423）8094（受付時間…10：00～18：00／日曜・祝日は休み）東広島市西条町御薗宇円城寺6950-1
グランラセーレ東広島・プリオール


