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④火曜 
13：00～15：00
３カ月 3回 9,900円

仏画講師
杏紅　妙順

新講座

　仏さまを線引きで描き写し、彩色します。
手順を初歩から学び、集中して行うことで、おだ
やかな心とゆとりのある時間をもちませんか。

写仏から仏画へ

④金曜 13：00～16：00
３カ月 3回 17,160円　※5人以上で開講

萩焼 鞍見窯、無依塾主宰
高見世　清光

新講座

　現存する国宝や重要文化財とされる書や掛物の和歌、
漢詩、墨蹟などの原文を読み下しできるように学びます。
その内容を分かりやすく解説しながら理解を深め、先人達
の思想や当時の思い、その物語に触れていきます。

掛物を通して古典に親しむ
4月28日㈮～

4月25日㈫～ 4月10日㈪～

②木曜 
13：20～14：50
３カ月 3回 8,910円

元ＮＨＫＢＳキャスター
藤野　能子

新講座

　大人が再び童話に触れることは、人間にとって
大切なものを思い起こさせる「心の時間」を持つ
ことになるのではないでしょうか。愛され読み
継がれてきた童話の表紙を開き、そこから届け
られるメッセージを一緒に
受け止めてみましょう。

童話で学ぼう 朗読の時間
4月13日㈭～

②木曜 
15：30～17：30
３カ月 3回 9,900円
教材費　1回3,300円

吉長酒店店主
吉長　孝衛

新講座

　年を重ねたものだけが知るお酒の嗜み。
若者がほれぼれする良いお酒の飲み方を
一緒に探しましょう。旬なものやその時季に
あったお酒やワインを紹介します。

大人の嗜み 酒とワイン

4月13日㈭～4月13日㈭～

4月11日㈫～

①③日曜 
11：00～12：00
３カ月 6回 13,332円

広島ハワイアン・ソサエティ フラ代表
上西　千加子

新講座

　初めての方を対象に、伝統的な曲で、フラの
基本のステップ、手・指の動き、体の動きを
分かりやすく説明、指導します。

ラブリー・フラ入門

③月曜 
13：20～14：50
３カ月 3回 9,900円

新講座

　算命学は、誕生日をもとに、あなたの精神の
DNAを解き明かしてくれます。本当の自分を
知り、自分の心を整えてゆく。東洋の古代の
人々の知恵をヒントに自分
探しをしてみましょう。

幸せを運ぶ算命学
～星からのメッセージ～　

4月17日㈪～4月13日㈭～

①③木曜 
10：00～12：00
３カ月 6回19,800円
初回教材費 20,900円

ミニチュアフェイクフード作家
kanaco

新講座

　樹脂粘土やレジンなどを使って本物そっくり
に作るミニチュアフェイクフード。基礎から
ゆっくりマイペースで進めます。器も手づくり！
世界に一つだけの作品作りを楽しみましょう。

本物そっくり！リアルなミニチュア
フェイクフードを作ろう

4月6日㈭～

4月7日㈮～4月4日㈫～

4月2日㈰～

4月1日㈯～

①③月曜 
13：20～14：50
３カ月 6回 17,952円
※3人以上で開講

エム・ミュージック・グランヴィア講師
中原　千里

4月～リスタート

　癒やしの楽器・オカリナは、簡単に音が出せ、
初回から「一番星みつけた」が吹けます。半年で
ゆっくり13音の運指を覚え、生伴奏で楽しみ
ながら上達しましょう。半年後には、経験者クラス
へステップアップします。

はじめてのオカリナ
4月3日㈪～

4月3日㈪～

②④月曜 
15：00～16：30
３カ月 ６回 16,500円
※4人以上で開講

リアルコミュニケーションワークショップ主宰
リック・ウェバー

4月～リスタート

　外国人観光客に宮島を案内できる英語を学び
ましょう。６カ月１１回１クールです。宮島の
歴史、神道と仏教の関係、自然など、内容を加え
ながら復習していくことで、より理解を深め
ます。

宮島を英語でガイドしよう

③水曜 
10：00～12：00
３カ月 3回 10,560円

（公財）日本手芸普及協会 
認定講師
高橋　秀子

新講座

　刺しゅうの基本技法や素材の選び方、
カルトナージュ、ソーイングなど、より心
ときめく作品に仕上げる技術を身に付け
ましょう。講師オリジナルデザインのキット
を使って制作します。

リボン刺しゅう・ヨーロッパ刺しゅう
4月19日㈬～

④月曜 
13：30～15：00
３カ月 3回 6,666円

ＪＷＩ/ＡＦＡＡ認定インストラクター
「Wの刺激」マスターインストラクター
藪木　三恵

新講座

　青竹踏みで足裏を刺激しながら、左右違う手の
動きをして脳を活性化していきます。バランスを
取るために普段使わない筋肉を使うので、いつの
間にか体幹や下半身が強化され、日常の動作が
楽になります。

青竹エクササイズで脳と体ほぐし
4月24日㈪～

④火曜 
10：00～12：00
３カ月 3回 10,560円

手工芸作家
◎大歳　栄子
　畑中　かおり

新講座

　刺しゅうのいろいろな技法を基礎から学び、
レースやビーズ、リボンなどを使った、ヴィクト
リアン小物を作ります。かわいくて美しいもの
が大好きな人、初めての人、魅力的な作品に
挑戦してみませんか。

フランス刺繍deヴィクトリアン小物
4月25日㈫～

そごう

県庁

ひろしま美術館

リーガロイヤルホテル広島リーガロイヤルホテル広島
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本通り
●原爆ドーム

クレドビル教室
基町クレド（パセーラ）10階

500円で
30分の見学が
できます。
1講座1回限り。

見 学

1回分の受講料で
体験ができます。
1講座1回限り。
一部不可の講座有。

体験受講

見学後10日以内の入会で
500円キャッシュバック！

LINE
公式アカウント
友だち募集中
教室のお知らせ、休講状況など
最新情報をお届けします

和漢朗詠集「雪月花」、古筆切「高野切」、墨蹟「一休宗純」を取り上げます。
3月24日㈮　13：00～15：00
会員 3,300円　一般 3,850円　教材費 300円　定員 24人　※5人以上で開講

1日

　スキンケアの基礎とメークポイント、紫外線対策
について、しっかりとお伝えします。肌の変化の原因
は、加齢だけではありません。美肌作りに紫外線は
大敵！しっかり対策して、肌老化を防ぎましょう。

4月14日㈮
10：00～12：00
会員 1,650円　
一般 2,200円

花王グループ カスタマーマーケティング 
社会コミュニケーション部門
美容アドバイザー

●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。ご入金いただいた入会金・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・時間が、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。　▶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

クレドビル教室 ☎082（962）4111（受付時間…月曜～土曜9：30～18：30、日曜9：30～15：00／祝日休み）広島市中区基町6-78
基町クレド（パセーラ）10階
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　無名の新人を、芥川賞・直木賞受賞作家に。
既成の作家を、一躍ベストセラー作家に。
小説を熟知し、作家を愛した文壇の仕掛け
人といわれた編集者だから知っている作家
の真実を話します。

素晴らしい作家たち
―あの人、あの言葉―

1日

　ステンドグラスで、エアープランツや多肉植物で
お部屋を飾れる持ち手が付いたティーカップ型の
オリジナルテラリウムを作ってみましょう。

ステンドグラスで作る
ティーカップ型テラリウム

1日

4月 6日㈭、4月20日㈭
5月18日㈭、6月15日㈭
10：00～11：30
会員 各2,970円　
一般 各3,520円

安田女子大非常勤講師
浅尾　哲三

特別
日本の伝統文化入門

（全4回） 【1回のみの受講ＯＫ】

　日本を代表する伝統文化である「歌舞伎、能、狂言、茶の
湯」の4分野について紹介します。先人たちの英知がつま
り、長年にわたり続いてきた文化に、教養として触れてみま
しょう。
1回目＝歌舞伎「江戸のエンターテインメント」
2回目＝能「室町ミュージカル」
3回目＝狂言「室町の吉本新喜劇」
4回目＝茶の湯「おもてなしの芸術化 」

定員
各20人

4月25日㈫、5月23日㈫
6月27日㈫ 13：00～15：00
会員 各2,970円　一般 各3,520円　
材料費 各2,000円　

フラワーショップ辰花Ｔａｔｕｂａｎａ店主
馬場　辰治

特別
花とアートを楽しむ

（全3回） 【1回のみの受講ＯＫ】

　美術鑑賞とお花を融合させた講座です。学芸員資格を持つ
フローリストならではの美術解説を聞いた後、テーマにあった
フラワーブーケ（フラワーアレンジメント）づくりを楽しみます。
4月＝GW直前☆ここに行きたい！旅する美術館♪＆
　　　パステルカラーのミニアレンジメント
5月＝ミュシャ、ウォーホル、葛飾北斎…
　　　深堀り版画の世界＆初夏のミニブーケ
6月＝サルトル、メディチ家、松方幸次郎…
　　　著名人達の愛したアート＆
　　　初夏のミニアレンジメント

定員
各10人

4月4日㈫、4月18日㈫ 13：00～15：00
会員 6,600円（2回分）　一般 7,700円（2回分）

画家
谷脇　哲也

特別
色鉛筆画～白い羽を白い紙に描こう

（2回コース）

　色鉛筆で鳥の白い羽を軽やかに描き、表現の幅を
広げませんか。白い紙に白い羽の存在感を描くこつを
分かりやすく伝えます。
１回目＝鉛筆デッサンで形をとる
２回目＝色鉛筆による彩色で完成

定員
5人

5月14日㈰、6月11日㈰ 13：30～15：30
会員 5,940円（2回分）　一般 7,040円（2回分）　教材費 3,000円

日本セルフお灸協会代表、鍼灸師
松本　武司

特別
おうちでできるお灸講座

（2回コース）

　せんねん灸を使って、ご自身の抱えている症状のセルフ
メンテナンス法をレクチャーします。ご家族の健康管理に
もおすすめです。
※妊婦の方の受講はご遠慮ください。

定員
10人

4月14日㈮、4月28日㈮
5月12日㈮、5月26日㈮
6月 9日㈮、6月23日㈮
18：30～20：30
会員　19,800円（6回分）　
一般　23,100円（6回分）
テキスト 1,760円

マーケティングコンサルタント社外CCO
小林　カズヒコ

特別
経営者のための
実戦マーケティング学

（6回コース）

　中小企業経営者を対象に、実戦マーケティングスキルを
2部構成で集中レクチャーします。「危険水域」に達して
いる企業が急増していると言われる中、これからの10年
20年を生き抜くためのスグ使える学問をお伝えします。

定員
20人

特別

浴衣を自分で着てみましょう
　今年の夏は、自分で浴衣を着て出かけ
ませんか。美しい所作や着崩れた時の
直し方、着物を着ているときに気をつける
ポイントをお伝えします。

定員
10人

クレドビル教室のHPはこちらから

●24時間いつでも申し込み可能
●受講スケジュールが確認できる

※文化センター会員様も新規Web利用登録が必要です

Web利用登録してみよう！

①③金曜 
10：00～11：30
３カ月 6回 16,500円

英会話講師
二宮　洋子

　あいさつなどの基本表現をはじめ、
日常の場面ごとによく使うフレーズを
時事問題も交えて学んでいきます。
楽しみながら英会話を学んでいくうち
に、自然と会話力が
アップしていきます。

学びなおしの日常英会話
リニューアル

②④木曜 
14：30～16：00
３カ月 6回 16,632円

タニ・フラグループ講師
田中　惠子

　美しいハワイアン・メロディーにあわせて、
ゆるやかに身体を動かします。心にもやさ
しい健康フラダンス。いくつになっても笑顔
のチャーミングな健康美人でいたい人たち
の集まりです。

健康フラダンス
リニューアル

4月10日㈪～

②④月曜 
10：00～11：30
３カ月 6回 17,952円

上田流尺八道家元代講師
臥龍斎大師範
山本　観山　

　尺八は、心を癒やす音色です。初めは音が
出にくいので難しい楽器と言われていますが、
どなたでも音は出る様になります。6カ月で簡単
な曲が吹けるようにやさしく指導します。楽器の
貸し出しもできます。

６５歳から始めるやさしい尺八
リニューアル

①③土曜 
13：20～14：20
３カ月 6回 10,032円

河﨑ダンススクール主宰
◎河﨑　繁樹
専任講師
曽根　慎、近藤　みわ

　家庭や友達同士のパーティーで気軽
に踊れるよう指導します。正統的な社交
ダンスをめざし、しかも楽しくステップが
踏めるようにしましょう。

ソシアルダンス（初心者）
リニューアル

②④木曜 
18：30～20：30
３カ月 6回 19,800円

日本書道教育学会総務
吉田　萩峰

　本格的な書道から暮らしに役立つ実用
書道まで、受講生の希望に応じた課題を
進めていきます。お仕事帰りや用事帰り
など、気軽にレッスンしてみませんか。

暮らしに役立つ実用書道（毛筆・硬筆）
リニューアル

①③火曜 
18：00～19：30
３カ月 6回 17,952円

喜多流仕舞教授
宗像　修

　古くから能楽は日本人に親しまれて
きました。日々気忙しい喧騒のなか、自分
の静かな時間を持ちませんか。初心者
から丁寧に指導し
ます。

始めてみよう能楽の仕舞（喜多流）
リニューアル

②④火曜 
18：00～19：30
３カ月 6回 17,952円

幸流小鼓教師
宗像　修

　昔から能楽で引き継がれてきた小鼓と
大鼓。静かな空間で小鼓の音色に触れる
と心が和みます。小鼓は貸し出しありで、
初心者にも丁寧に指導します。

能楽・やさしい小鼓の手ほどき
リニューアル

4月19日㈬～

③水曜 
12：30～14：30
３カ月 3回 9,900円

手焙煎珈琲教室「ａｎｎ」主宰
山本　麻子

　和やかな雰囲気のなかでコーヒーの
知識と技術を学びます。産地や精製方法、
入れ方や使うフィルターの違いで変化する
味の飲み比べや器具の扱い方を楽しく
身に付けましょう。

おうちで楽しむ本格コーヒー
リニューアル

①③月曜 13：30～15：00
３カ月 6回 18,300円

フラ・ハラウ・カフラ・オ・ハワイ広島
大原　有美子
大原　早治子

　明るいハワイアンミュージックに合わせ健康的に
体を動かしたり、優雅な曲に合わせてリラックス
したりと、心と体が楽しめるフラを踊りましょう。
前半は基本ステップとハンドモーションのレッスン
を中心に。後半はハワイアンミュージックを聞き
ながら、基本をふまえて楽しく踊ります。

楽しいハワイアン・フラ
リニューアル 4月11日㈫～

②④火曜 13：20～14：30
３カ月 6回 14,652円

ポリネシアンダンスチーム 
Heremoana（ヘレモアナ）代表
Mako

　南国ポリネシア地域の陽気な音楽に合わせて
踊れば、心も体も軽くなります。未経験者でも
楽しく踊れるように、体の土台作りなど基礎から
丁寧に指導します。笑顔いっぱいの楽しい時間
をぜひご一緒しましょう。

何歳からでも輝ける！
いきいきポリネシアンダンス

リニューアル
スキンケア＆かんたん大人メーク術
～春から始める紫外線対策編

1日 花王

5月27日㈯ 
13：00～15：30
会員 2,970円　
一般 3,520円　
材料費 2,000円～

　真珠の街・神戸の案内人が用意した真珠
や天然石で、好みのデザインに仕上げ
ます。初めての方は、ネックレスを作り
ましょう。プロならではのパールの知識
や裏話もお楽しみに。

真珠屋さんの
パールアクセサリー教室　

1日

神戸パール・コレクション代表
所神根　孝二

定員
12人

MAVIC　MINI

6月10日㈯ 9：30～11：00
会員 2,970円　一般 3,520円　

　講義では、ドローンの仕組みや安全な使い方とマナー
を説明。後半はホビー用に開発された初心者でも楽し
める手のひらサイズの機体を使い、操縦方法の基本を
解説、実際に飛行体験をします。（4名グループに1台）

はじめてのドローン1日

広島ドローンスクール代表
藤原　弘幸

定員
10人

①③水曜 
10：00～11：30
３カ月 ６回 16,500円
※4名以上で開講

　ネイティブスピーカーお勧めの教材を
使って、文法のポイントとその文法を
用いて実用的な英文を作る練習をします。
リスニングやスピーキングも行い、フリー
カンバセーションも
楽しみましょう。

ニューヨーカーが教える
総合英語（初級）

　スタイルの基礎を学び、基本技術から流行
を取り入れたモダンデザインまでしっかり
学びます。個々の創造性を生かしたデザイン
や技術を向上させていきましょう。

ハイセンスな
ヨーロピアンデザイン

Ｌｏｎｇ Ｉｓｌａｎｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ主宰
ニコラス・モスカート

②④月曜 
11：40～12：40（入門）
３カ月 ６回 14,520円
②④月曜 
10：00～11：30（経験）
３カ月 ６回 17,820円

　広島市内や宮島、近隣の名所・名物の紹介
から、日本と外国の文化や習慣の違いまで
を分かりやすい英語で学びます。一緒に
「ひろしま」を再発見してみませんか。

「ひろしまと日本文化」を
紹介する英会話

　声を使うジャンルはいろいろありますが、
お腹から声を出すことは全て共通です。すぐ
に喉がかれてしまう、高音が出ない、息が続か
ないなどの悩みをお持ちの方、まずは呼吸法
から始めて、健康的な
声作りをしませんか。

あなたの声を１００％ひき出す
～健康的な声づくり

　「美しいメロディーって？」。他人を意識すると、照れ
たり知らずに自分を飾ってしまったりするこのテーマ。
講座での自由な話題や古今のさまざまな芸術音楽
の鑑賞の中で、「誰にも言わない、自分だけの美しい
メロディー１０選」のリスト
作りを試みます。

自分だけの
美しいメロディー１０選のために

　1クラス5人限定！全国に数人しか
いないゼロトレ公認インストラクターに
よるレッスンです。ストレッチによって
しなやかな筋肉を目覚めさせ、姿勢、体を
整えていきます。

“美躍体”
ボディ・メイクスクール［女性限定］

　自然豊かな山で、ゆったり時間を過ごせば心も
体もリフレッシュできます。四季折々の山を歩き
ながら安全に山を楽しむノウハウも身に付けて
いきましょう。毎回地図読みを実施し、現在位置を
特定しながら進みます。

ゼロからはじめる
趣味の登山［女性限定］

（一社）ひろしま通訳・ガイド協会会員 
今田　裕子

①②③水曜 
10：00～11：30
11：40～13：10（初心者）
３カ月 9回 26,928円

東京銀明会助教授
本名　聖子

4月14日㈮、5月12日㈮、6月9日㈮
14：00～15：00
会員 各2,420円　
一般 各2,970円
Web（録画） 1,925円〔5月～配信〕

定員
20人

録画配信あり
お坊さんユーチューバーに教わる
仏教よもやま話
4月＝日本人と仏教のつながり～お寺、仏像、お経の歴史を紹介～
5月＝浄土真宗の教え～正信偈、仏説阿弥陀経の意味や
　　 お勤めの仕方～
6月＝仏教とカウンセリングから学ぶ言葉の使い方
　初回は対面受講です。第2、3回は高善寺からのオンライン
講義を生配信で行う視聴受講です。

浄土真宗本願寺派高善寺副住職、臨床心理士　
武田　正文

（全3回）

4月19日㈬
11：00～12：00
会員 2,420円　
一般 2,970円
Web（録画） 
1,925円〔6月～配信〕

定員
20人

録画配信あり
知って得する
キャッシュレス決済

1日

　現金以外で支払うキャッシュレス決済は、ポイント
還元率が高いと注目が集まっています。電子マネー
やスマホ決済の種類や使い方、お得な活用法など
実例を交えて解説します。

テレラインサービス本川店店長
大石　恵太 ４月28日㈮

10：00～12：00
会員 3,300円　
一般 3,850円
金箔貼り材料費 1,000円
Web（録画） 60分 
1,925円〔6月～配信〕

定員
10人

録画配信あり
お仏壇のお手入れ法と
ワクワク金箔貼り体験

1日

　仏壇の産地・広島で修復業をしている職人が、
仏壇のお手入れ法や裏話など面白くて役に立つ
お話をします。実物の金箔をさわって、金箔貼り
体験も行います。
（録画は、講義のみの配信です）

合同会社音羽屋 代表
仏壇修復技能士
山縣　俊二

●脱マスク対策！今日から始める「顔ヨガ」　MIWAKO（フェイシャルヨガ認定アドバンスインストラクター）
●ゴールドの基本のキ！ ～歴史を振り返り、今後の市場を読み解く～　中岡　英也（㈱ナカオカ 企画部長）

●嚴島神社と大鳥居から伝えられるものとは?　舩附　洋子（厳島随筆家、詩人）
●似顔絵師の「盗みたい」技術　つくえゆき（似顔絵イラスト講師）

●大祓詞（おおはらえのことば）～祈りに込めた言霊に迫る　岡田　光統（杉森神社宮司）

●ハングル能力検定「５級」試験対策コース（全11回）　齋藤　いくか（元外資系客室乗務員）

録 画 配 信 講 座 配 信 中
詳しくは

▼こちらから▼

4月1日㈯ 
10：00～11：30
会員 2,970円　
一般 3,520円

株式会社ナカオカ 企画部長
中岡　英也 定員

20人

　オンライン会議システムZoomについて、必要機材、
アプリやソフトの取り込み方から使用方法、トラブル
事例までの基本的な内容を説明します。受講者自身
がオンライン会議・セミナーを開催できるよう、実際に
Zoomを使いながら分かりやすくお伝えします。

90分で理解する
初心者向けZoom使い方セミナー

1日

4月2日㈰ 
10：00～
　　11：30
会員 2,970円　
一般 3,520円

（一社）日本ほめる達人協会
認定講師
中川　雅樹

定員
20人

定員
10人

はじめての「ほめ達！」1日
　ほめ達とは、目の前の人やモノ、出来事
などに独自の切り口で価値を見つけ出す
「価値発見の達人」のことです。職場や
家庭でもすぐに生かせる「ほめる」の考え
方を分かりやすくお伝えします。

4月8日㈯
13：00～
　　15：00
会員 2,970円　
一般 3,520円

東京崋門会主宰、南宗画士
岡原　大崋

4月15日㈯
11：40～
　　13：10
会員 2,970円　
一般 3,520円

元文藝春秋各誌編集長
高橋　一清

定員
24人

5月27日㈯
13：00～
　　15：00
会員 2,970円　
一般 3,520円

山口博子着付教室代表
山口　博子

定員
10人

　天然のハーブとオイルを使って、敏感肌の人や
子どもも使える日焼け止めのレシピを紹介します。
クリームとローションが一本になった贅沢なクリーム
です。クリームは200mlお持ち帰りいただきます。

肌にやさしいおたすけアロマ
日焼け止めクリームを作ろう

1日 1日

5月24日㈬
10：00～
　　11：30
会員 2,970円　
一般 3,520円　
材料費 2,500円

ハーブ＆アロマスクール代表
大藤　乃利子

定員
10人

　大きめビーズをコードで流線型に囲み、縫いあげ
るソウタシエに挑戦します。シックで華やかなネッ
クレスを作りましょう。※色はブラックかベージュ。
事前に希望をお伺いします。

ネックレスを作ろう
～はじめてのソウタシエ

1日

6月6日㈫
10：00～
　　12：30
会員 2,970円　
一般 3,520円　
材料費 3,000円

アクセサリーインストラクター
堀田　桂子

　丸い石けんからナイフ１本で、美しい
ハスの花を彫り上げます。手のひらサイズ
のキャンドルホルダーを作りましょう。

ソープカービング～ハスの花の
キャンドルホルダーを作ろう

1日

　ゴルフをすると腰が痛む方必見！腰に
負担をかけない、上手な身体の使い方を
学びましょう。まずは姿勢チェックから。

中高年ゴルファーのための
腰痛予防体操

1日

6月17日㈯
10：00～
　　12：00
会員 2,970円　
一般 3,520円　
材料費 500円

タイ・カービング講師
川内　信枝

定員
10人

定員
10人

江戸絵画の世界～匠の技に迫る1日
　光琳や若冲、応挙、芦雪など江戸絵画
を彩ってきた人物たち。時代背景もふま
えた特色や技法を紹介します。描き手で
もある講師の実演とともに墨の香りに
包まれたライブ感あふれる学びを体感
してください。

5月22日㈪
10：00～12：00
会員 2,970円　
一般 3,520円
材料費 300円

杉森神社宮司
岡田　光統

定員
20人

神道「大祓詞」を書写しましょう1日
　年に2回、神社で罪や穢れをはらい除く
儀式「大祓」で奏上される「大祓詞」。この祝詞
に込められた言葉の意味を分かりやすく
お伝えします。受講生は、段落ごとに解説を
聞きながら、筆ペンまたはボールペンで書写
してみましょう。

5月23日㈫
15：30～
　　17：00
会員 2,970円　
一般 3,520円

建築史家、広島古建築研究会代表
加藤　早苗

定員
12人

鬼瓦3000年の歴史1日
　鬼瓦は、仏教建築の屋根瓦の一部と
して、飛鳥時代初めに日本に伝来しました。
不動院（広島市）、厳島神社（廿日市市）、
浄土寺（尾道市）など、県内をはじめ、全国
の鬼瓦について、分かりやすく解説します。

6月30日㈮
17：00～
　　18：00
会員 2,200円　
一般 2,750円

整形外科専門医
スポーツドクター
渡會　公治

定員
12人

今すぐできるロコモ体操1日
　スポーツ整形外科医としての経験
豊富な講師が、足腰の正しい動かし方の
基礎的な知識をお伝えしながら、誰でも
無理なく続けられる体操を指導します。

6月30日㈮
18：30～
　　19：30
会員 2,200円　
一般 2,750円

整形外科専門医
スポーツドクター
渡會　公治

定員
12人

5月31日㈬
12：30～
　　14：00
会員 2,970円　
一般 3,520円

音の輪・麻輪の会主宰
コール・スガンディ指揮者
升田　裕子

定員
10人

歌曲「百人一首」を歌おう1日
　講師先代・升田徳一氏作曲、講師編曲の「小倉百人
一首」。100曲の中から選曲し、平安から令和をつなぎ、
大いに歌いましょう。林直道著「百人一首の世界」より
「取捨はわたしのこころにあり」と言った藤原定家の和歌
の選定に秘められた真実に触れながら、選曲します。

6月4日㈰
10：00～
　　12：00
会員 2,970円　
一般 3,520円
材料費 1,100円

めうがや水引軒社中
吉長　孝衛

定員
10人

水引細工で七夕飾り1日
　人と人とを結ぶという意味がある水引
で七夕飾りを作ります。色彩豊かな飾り
で、織姫と彦星が会える一年に一度の
七夕を華やかに祝いましょう。

4月15日㈯
10：00～
　　11：30
会員 2,970円　
一般 3,520円
材料費 700円

発酵はなまる教室主宰
石丸　あやこ

定員
10人

4月24日㈪ 13：00～16：00
会員 3,190円　一般 3,740円　材料費 4,400円

イマリエステンドグラス主宰
今中　里絵子

発酵食品の魅力と
塩麹を作ろう

1日

　発酵の仕組み、調味料の選び方、メリット
について学んだ後、塩麹を作りましょう。
活用法とレシピをお伝えします。

4月17日㈪
13：20～
　　14：50
会員 2,970円　
一般 3,520円
材料費 500円

中医薬膳学院国際中医薬膳師
原口　陽子

定員
10人

薬膳茶を知ろう～春から夏へ～1日
　春から夏へ季節が移り変わる時に起こり
やすい「肝」と「心」からくる不調。薬膳茶
を試飲しながら基礎知識を学び、親しみ、
役立ててください。各自の体調に合わせた
ブレンド薬膳茶をお持ち帰りいただきます。

定員
6人
※2人以上で
開講（　　　）

（作品例：縦約14㎝×横約12㎝） （作品例：縦約4㎝×横約9㎝×長さ約42㎝）

※底穴はなし。幅約14.5㎝（持手含む）×高さ約5.5㎝×奥行き約10.5㎝

［女性限定］

5月31日㈬ 10：00～14：00
会員 3,025円　一般 3,575円　材料費 1,100円　

豊平手打ちそば保存会会員
前浜　静男、前浜　佳代子

　家庭ではなかなかできないそば打ち
を体験してみましょう。お昼は打ちたて
のおそばをお楽しみください。

そば打ち体験1日

定員
10人
※4人以上で
開講（　　　）

②火曜 
10：00～
　　12：00
３カ月 
3回 10,065円

日本ダネラ協会西地区瀬戸内支部
池田　惠子

　17音で目に見える通りを言葉で
スケッチします。歳時記がなくても季語
はその季節の旬のもの。自然を見るの
が好きで、日本語が話せれば誰にも
できますよ。

俳 句

①③火曜 
11：40～13：10（入門）
13：20～14：50
３カ月 6回 16,830円

俳人協会会員
「雉」副主宰
鈴木　厚子

　自由な創作を大切にしながら基本から
学びます。日常使いの和食器やインテ
リア、茶道具類など、個性豊かなやきもの
作りを本格的にお手伝いします。

陶 芸

①②③月曜 
10：00～
　　12：00 ほか
３カ月 
9回 29,700円

日展準会員
日本現代工芸美術家協会評議員
◎西本　瑛泉
　西本　直文

　基本から分かりやすく指導します。
ブローチなどの装飾品から立体彫刻まで
好きな木彫りを制作します。あなただけ
の作品を完成させましょう。

木 彫 り

　孔子とその門弟の言行録が中心と
なっている「論語」は世界で最もよく読ま
れてきた書物の一つです。書き下し文の
素読を中心に、章ごとの要旨をとらえ、
親しんでいきましょう。

素読を通して「論語」に親しむ

②水曜 
10：00～11：30
３カ月 3回 8,910円

楽山文庫主宰
松本　洋二

　まずは発音からはじめます。あいさつ
や自己紹介、とっさに役立つ一言を身に
付け、歌やドラマなどの文化にも触れ
ながら、楽しく実践的な中国語を練習
しましょう。

すぐに使える中国語（入門）

②④木曜 
18：30～
　　20：00
３カ月 
6回 16,500円

中国語講師 
田辺　浩次

　書く人の長所を生かしながら「その人
らしい美しい書」を目指します。好きな
言葉や歌などを題材に、楽しく、心静かに
筆をにぎってみませんか。

書道入門（毛筆・硬筆）

　仕事後の疲れを、お茶席でリセットしませんか。
むずかしく考えず、靴を脱ぎ、タタミの上でゆったり
とくつろぎ、一日の疲れが取れる一服のお茶。
心の底からリフレッシュでき、日本人としての
お作法も一から学べるのが魅力です。

仕事のあとのお茶の作法

　嵯峨御所の伝統から生まれた気品と風格
を兼ね備えたいけばなです。『伝承花』から
『心粧華』までいろいろな様式があります。
大いなる宇宙の生命を一瓶に表現しましょう。

嵯峨御流
　ひらがな、カタカナからはじめます。
ペンや小筆などを用いて宛名書き、のし
袋、一筆箋などの実用の書を楽しく
学びましょう。書写技能検定にも対応
します。

くせ字を直すペン字

　二胡の音色に憧れませんか。楽譜が
読めなくても大丈夫！童謡・唱歌や中国の
曲などを基礎から練習していきます。
ソロ演奏、グループでのアンサンブル
演奏を目標に、音楽のある人生を楽しみ
ましょう。

二胡で楽しくアンサンブル
　古典舞踊を基本から学びます。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。性別、
年齢は問いません。踊りを通して美しい
立ち振る舞いを学びませんか。

日本舞踊（花柳流）
　“きもの”をひとりで着こなしたい、家族
や知人にも着せてあげたい!手順とこつ
を身に付ければ、自信を持って着られる
ようになり、着せられるようになります。
気軽に着物を楽しむことができるように
指導します。

檀浦きもの着付け

　囲碁に興味のある女性のための入門
講座です。囲碁は奥行きが深い、とても
面白いゲームですが、ルールは簡単
です。楽しく打てるようになるまで、丁寧
に指導します。

女性のための囲碁

　お箏の音色を一生のお友達にしま
せんか……を心念に、一からマンツー
マンで指導します。個人の上達状況に
応じて、楽しみながらゆっくりと稽古して
いきます。時には全員で弾いたり、歌った
りしてみましょう。

筝曲（生田流）

①③土曜 
10：00～12：00
13：00～15：00
３カ月 6回 17,820円

日展会友、日本書芸院理事
金谷　雷聲①②③月曜 

13：00～
　　15：00
３カ月 
9回 29,700円

刀魂会主宰
駒澤　聖刀

　棒針編み、かぎ針編み、アフガン編み
などの基礎技術を学びます。流行の
ニットや個性的なニットも編みましょう。
より美しく装うために、刺しゅうやレース
を加えて、“私”のニットを編み上げる喜び
を味わっていただき
ます。

手 編 み
　デンマークで考案された手工芸です。
作り方は簡単で、豪華な品が出来上がり
ます。オリジナル絨毯（タペストリー、
玄関マットなど）をぬり絵のようにダネラ
糸とハンドミシンで作ることが可能です。
手作りの楽しさを共有しましょう。

ダ ネ ラ

①③水曜 
13：00～
　　15：00 ほか
３カ月 6回 17,820円

手編み講師
景山　岐美代

　新しい反物はもちろん、和服の魅力は仕立て
直しが出来ることです。寸法が合わなくなった、
派手になった八掛を交換したい、などはリメーク
でよみがえります。和服は昔も今もフォルムは
たいした変化は見られませんが、いまどきの
技術を身に付けて心の
潤いにしてください。

和 裁

①②③金曜 
14：20～
　　16：20 ほか
３カ月 9回 24,750円

日本和裁士会広島県支部理事
松島　ひとみ

①③木曜 
13：00～15：00（入門） 
ほか
３カ月 6回 17,820円

日本棋院紅葉会支部幹事
囲碁三段
宮田　史子

③水曜 
10：30～12：00 ほか
３カ月 3回 12,210円

ゼロトレ公認インストラクター
骨盤調整アドバイザー
加藤　裕美

　庭のハーブを育て、料理、クラフトなど
暮らしに生かして植物ライフを楽しみま
せんか。JHSジャパンハーブソサエティ
のハーブインストラクターの資格取得も
できます。

ハーブ植物ライフ

③水曜 
10：00～12：00
３カ月 3回 9,900円

ジャパンハーブソサエティ理事
ＮＰＯ緑の風景理事長
高松　雅子

　毎回旬のとっておきチーズをテイス
ティングしながら基本知識も学んでいき
ます。一つ一つのチーズの向こうには
ワクワクする世界が広がっていますよ！
ワインや日本酒とともに楽しみましょう。

チーズを究める（ワイン付）

③金曜 
18：30～20：00
３カ月 3回 11,550円

チーズプロフェッショナル
ワインエキスパート
杉山　真理子

　お茶の味は、茶葉を蒸らす時間や湯の
温度のわずかな違いで変化します。その
茶葉に適した、うま味をひき出す入れ方
を学びましょう。

煎茶道 松莚流

①②③火曜 
10：00～12：00
３カ月 9回 25,245円

松莚流家元
中村　松継

②④木曜 
15：00～16：30
３カ月 6回 17,952円

エリザベト音楽大非常勤講師
二野宮　賀子 ①③火曜 

10：00～
　　11：30
３カ月 
6回 17,952円

二胡講師
平中　惠子

④金曜 
10：00～11：30
３カ月 3回 8，976円

作曲・編曲家、指揮者
松本　憲治

①③日曜 
13：20～14：50
3カ月 6回 17,820円

檀浦きもの学院教授
檀浦　奉子

　ヨガの要素を取り入れたストレッチ
体操、懐かしい曲にのって踊るダンス、
姿勢を意識したウォーキングと盛りだく
さん！あなたに健康美を提案します。

おしゃれ美健康体操

①③火曜 
13：20～14：20
②④金曜 
15：45～16：45
３カ月 6回 12,672円

おしゃれ美体操主宰
目黒　邦子

　シニア世代の健康づくりに適した登山。
生涯の趣味として息長く楽しむために、けが
や道迷いなどのリスクへの対処法を学び
ながら体力も付けていきます。毎回読図を
実施し、現在位置を特定しながら進みます。

松島宏の「ちゅうごく山歩き」

①木曜 
9：00～16：00
３カ月 
3回 23,760円

広島登山研究所・
日本山岳ガイド協会
認定ガイド
松島　宏

②土曜 
8：30～14：00
３カ月 3回 23,760円

広島登山研究所・
日本山岳ガイド協会
認定ガイド
今村　みずほ

　自分の体とじっくり向き合い、ゆっくり
とほぐしていきましょう。個々のペースで
バランスを整えて、帰るときは、心と体も
笑顔に。しなやかな体を作りましょう。

ヨガ健康法

①③火曜、②④火曜
13：30～15：00
３カ月 6回 13,200円

ＮＰＯ法人国際ヨガ協会
広島西学園トレーナー
水口　紀子

①②③土曜 
11：00～12：00
３カ月 9回 26,928円

（公社）日本舞踊協会
広島県支部相談役
雅豊会主宰
花柳　雅豊

①②③木曜 
18：30～20：30
３カ月 9回 25,245円

裏千家淡交会広島第一支部 
裏千家教授
岩本　宗誠

②④金曜 
13：00～15：00
３カ月 6回 17,820円

日本書学研究会一先会
堀田　佳風

　生け方・花器によって、洋風和風、大小
さまざまに空間をコーディネート出来る
よう感覚を養います。枝ぶりや草花を
そのまま生かし、造り込まない生け方、
自然に生けるのが魅力です。

いけばな南宗茶華道

②④火曜 
18：30～
　　20：00
３カ月 
6回 17,160円

南宗茶華道正教授
亀尾　千景

①②③火曜 15：00～16：30 ほか
３カ月 9回 24,750円

華道総司所名誉顧問
石田　恒甫

①③木曜 
10：00～
　　11：30
３カ月 
6回 17,820円

1級フラワー装飾技能士
菅原　良子

広島芸南司所司所長
青野　直甫

　思い出の品やペットなどを一枚の絵に
して飾りませんか。絵が苦手な方でも
大丈夫。アクリル絵の具を使って、誰でも
簡単に描けるテクニックを伝えます。

お気に入りを絵にしましょう

②④金曜 
10：00～
　　12：00
３カ月 
6回 18,480円

洋画家
竹久　智信

　想像力と思い入れを大切にしながら、
まんがの作り方を基本から指導します。
オリジナルキャラクターが生き生きと
画面に躍動すれば、それだけで楽しい
世界が広がりますよ。

まんがを描こう

①②③月曜 
18：30～
　　20：30
３カ月 
9回 23,760円

漫画創作集団
「大内水軍」代表
阿部　雅治

②④木曜 
13：00～
　　15：00
３カ月 
6回 19,800円

日本文人画府
日本南画院所属
高谷　祥風

　デッサンの基礎とともに、油彩のさま
ざまな表現を発見しながら制作しましょう。
好きなモチーフで一枚の絵を納得いく
までゆっくり時間をかけて仕上げます。

デッサンから始める油絵
　墨の色は百色あると言われています。
今まで見過ごしてきた世界の中で、森羅
万象や日々の生活をより深く味わい、
生き方に色づけをしていきましょう。

新しい水墨画

②④日曜　
9：50～
　　11：50
12：45～
　　14：45
３カ月 
6回 18,480円

新制作協会会員
本家　浩一

　親鸞が晩年に書きのこした恩師法然
の法語録をひもとき、心よわき“人間”を
抱きとる念仏の教えをやさしくていねい
に学びます。

親鸞が仰いだ法然のことば

②月曜 
13：20～14：50
３カ月 3回 10,065円

浄土真宗本願寺派
龍仙寺住職
武田　一真

　身近な自然景観をつくる大地の動きと
その美しさや成り立ちを探ります。地球
規模での視点も交えながら、自然環境
保護や災害対策など多角的に読み
取っていきます。

地形・地質を読む

①土曜 
13：20～14：50
３カ月 3回 8,910円

日本地質学会正会員
日本火山学会維持会員
河原　富夫

新しい学びのカタチ～場所を選ばず、好きな時間に受講～
　家事や育児の合間に視聴したい、通勤・昼休みのスキマ時間を有効活用したい、
そんなあなたの「学び」をサポートします。　1講座990円～

【1回のみの受講ＯＫ】

4月～6月
2023年 受講生募集

（公社）日本易学連合会認定鑑定士
森　千代


