
受け取り許可を上げて
エネルギー渋滞を解消する方法

作家・メンタルコーチ・引き寄せ実践法アドバイザー 
MACO
引き寄せ実践法アドバイザーMACO先生の
新刊プレミアムセミナーを広島教室で開催
します！会場は広島県ＪＡビル(広島市役所前)
■10/12（土） 13：00～15：00
■（会員）5,148円 （一般）5,720円
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山本浩未のBeauty Live／
メイクのりのいい肌＆大人のベースメイクの作り方

ヘアーメイクアップアーティスト 
山本 浩未
毎日３分で肌のキメが変わる！スチームタ
オルとシルクブラシのドライマッサージの
使い方とナチュラルで美しい大人の肌づ
くりのコツを教えます。参加者全員に
ベースメイクのワンポイントアドバイスも！
■10/26（土） 13：00～14：30、15：30～17：00
■各（会員）6,864円 （一般）7,436円 （教材費）1,980円
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■12/8（日） 10：00～11：30
■（会員）3,432円 （一般）4,004円

地曳いく子のファッションセオリー 買う幸福
スタイリスト 
地曳 いく子
一つ買ったら三つ捨てられる？令和流
大人の女性の服選びと、自分を幸せに
してくれる買い物の仕方を伝授します。
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■11/10（日） 14：00～15：30
■（会員）3,663円 （一般）4,235円

鏡リュウジ
「月が教える運命の不思議」

占星術研究家 
鏡 リュウジ
月の象徴について、さまざまな角度からお話
ししようと思います。また、月を使った占星術
や魔法の世界についてもお話しします。
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10

■10/27（日） 10：00～11：30
■（会員）3,565円 （一般）4,074円

福山潤トークショー 
～声優という仕事、表現者として～

声優 
福山 潤
人気実力を兼ね備えた声優、福山
潤さんにご自身の考える「声優と
いう仕事」についてお話しいただ
きます。会場：広島YMCA2号館
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紫峰七海のなりきりレッスンA・B
元宝塚歌劇団花組副組長 
紫峰 七海
憧れのタカラジェンヌに華
麗に変身！運動が苦手な
方も大丈夫！A・B内容が異
なるので両方受講もOK
■11/24（日） 〔A〕12：30～14：00 〔B〕14:30～16：00
■各（会員）3,432円 （一般）4,004円
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『世界で一番シンプルな』パン作り 
～おへそカフェオーナー フランクに学ぶ～

株式会社おへそ代表 
フランク カステヤ
取締役
代田 京子
大人気の世羅町の「おへそカフェ」の
パン。初めての出張パン作り講座。
■12/1（日） 13：00～16：30
■（会員）2,860円 （一般）3,432円 （教材費）1,100円

12
1『ドキュメント７２時間』

制作の舞台裏に迫る！

■10/13（日） 13：30～15：00
■（会員）2,860円 （一般）3,432円

番組プロデューサー 
植松 秀樹
“深夜の定点観測番組”み
んなどんな事情を抱え、
どこへ行くのか？多様で生き生きとした人々の「いま」が見えてくる。
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■9/28（土） 13：30～15：00
■（会員・一般）2,700円

「おはよう日本」の舞台裏
ＮＨＫアナウンサー 
高瀬 耕造
毎朝さわやかにニュース
を伝える高瀬アナが広島
に登場！最前線の報道現
場や番組の舞台裏、勤務
地広島への思いを熱く語ります。（急な事
情で日程が変更される場合があります。）

9
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野村重存の水彩で描く風景画
画家 
野村 重存
TV番組でご活躍の淡く美しい水彩画で知られる講師が、風景
スケッチの極意をデモンストレーションを交えて伝授します。
■1/16（木） 9：30～12：00
■（会員）5,720円 （一般）6,292円

1
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■11/10（日） 1部10：30～12：30、2部13：30～15：30
■1部・2部（会員・一般）各4,576円

中健次郎 気功 第１部・第2部
気功家、鍼灸師 
中 健次郎
初めての方でもわかりやすく今
日から実践できるレッスンです。
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一生寝たきりにならない
おしりの鍛え方

宮田医院院長 整形外科医学博士 
宮田 重樹
「ピンピンコロリ」になるため
に効果的なおしり周りの運
動方法を伝授いたします。
■10/13（日） 10：00～11：30
■（会員）2,860円 （一般）3,432円

10
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にっぽん縦断 こころ旅
その舞台裏に迫る！

番組プロデューサー 
北村 卓三
番組立ち上げから
のエピソード、裏話
を紹介します。
■9/21（土） 15:30～17:00
■（会員）2,926円 （一般）3,488円

9
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間取りプランナー資格取得講座
（一社）日本間取り協会代表理事 
上田 康允
住みやすい間取りを作る、間取りに特化
した資格です。受講後は修了証発行。
■10/27（日） 13:30～15:45
■（会員）4,576円 （一般）5,148円 （教材費）1,100円
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勝丸恭子のお天気日和
ＮＨＫ気象キャスター 
勝丸 恭子
生放送の現場のアレコレからオ
フの日の過ごし方まで、ざっく
ばらんにお話しいただきます。
■12/1（日） 13：30～15：00
■（会員）2,860円 （一般）3,432円
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倉本康子の酒場談義
モデル、タレント 
倉本 康子
20年以上のモデルの
経験やお酒のたしなみ
方、それにカープ愛に
ついて語って頂きます。
■11/17（日） 14:30～16:00
■（会員）3,432円 （一般）4,004円
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人生を楽しく、幸福に送る
方法を、九星気学で学んで
いきます。どなたにもわか
るよう解説します。

九星気学入門

■第2水曜 13：00～14：30 10/9から
■6回（会員）15,114円

サロン・扇可 易学研究所代表
扇可

腰掛タップダンスⓇ

腰掛タップダンス公式インストラクター 
吉野 幸子
座ったたままなので誰でも
気軽にできます。楽しみな
がら足腰を強化し転倒予防
にもなります。全国で人気。
■第1・3金曜 11：00～12：00 10/4から
■6回（会員）15,114円

■9/20（金） 11：00～12：00
■（会員・一般）2,473円

体験

写真を撮る上で欠
かせない「光」に重
点を置きます。フォ
トグラファーがど
んな視点で写真を撮っているのか実践
を交え解説します。基礎も指導しますの
で、どなたでもお越し下さい。

photos PRANDRE 代表フォトグラファー 
住吉 竜典

■第4火曜 15：30～17：00 10/22から  
■6回（会員）20,592円

写真が変わる！
フォトグラファーが教える
写真とライティング

■11/21（木） 13：30～15：30
■（会員）5,148円 （一般）5,720円
　（教材費）本持参2,090円 本購入3,740円

育爪Ⓡ講座 
～ピンクが大きく、キレイな形の素の爪を育てる～

育爪サロンラメリック 
嶋田 美津惠
3つの育爪習慣を練習し
て、あなた本来の爪の美し
さを取り戻しましょう。※爪やすりの実習あり
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Ⓒ育爪サロンラメリック

ブッダの生涯と教え
花園大学教授 
佐々木 閑
「100分de名著」でおなじみ。価値観の転
換期にある日本。2500年前のブッダの教
えが新しい生き方を指し示してくれます。
■2/16（日） 13:30～15:30
■（会員）4,576円 （一般）5,148円

2
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ゴースト血管を予防する
市橋クリニック理事長 
市橋 研一
ゴースト血管の予防法と高血圧・動脈
硬化を改善するオクラを使ったルイボ
スティーの効果についてお話します。
■11/24（日） 14:00～15:30
■（会員）2,981円 （一般）3,553円
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健康美エクササイズ
健康美エクササイズトレーナー ・元宝塚歌劇団星組男役
天霧 真世
数々のメディアに出演！健康的で美しくな
るために必要なトレーニングやストレッチ
を行います。健康体を手に入れましょう。
■2/23（日） 14：00～15：30
■（会員）3,212円 （一般）3,784円

2
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やくみつる流 相撲の楽しみ方と雑学習得法
漫画家・好角家 
やくみつる
相撲の楽しみ方・裏話に加え、クイズ番組で大活
躍の雑学力のつけ方についてお話いただきます。
■12/7（土） 12:30～14:00
■（会員）3,432円 （一般）4,004円
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茂木健一郎の「脳を鍛える」
脳科学者 
茂木 健一郎
ＡＩ＝人工知能の時代だからこそ、人間の意識の可能性が開
かれてくるそうです。毎日を自分らしく生きる力を語ります。
■1/12（日） 13:00～14:30
■（会員）3,091円 （一般）3,663円

1
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『今夜も生でさだまさし』誕生秘話
ＮＨＫ番組プロデューサー 
飯塚 英寿
人気番組の開発にはどんな紆余曲折
があったのか？秘話をお話しします。
■11/17（日） 10：30～12：00
■（会員）2,860円 （一般）3,432円
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過去に起きた出来事を理解
するために、どのような観
点で岩石を観察するのか、
分かりやすく説明します。

岩石が語る地球の歴史

■第4月曜 10:30～12:00 10/28から
■6回（会員）15,114円

広島大学名誉教授
於保 幸正

基本の発声法や歌唱レッス
ンを行い、皆さんと一緒に
作った歌詞を基に、ギター
にのせた一曲のオリジナル
ソングを作ります。
制作した楽曲のレコーディングを行い、
集大成として１枚のＣＤを完成させます。
初心者の方もお気軽にお越し下さい。

「あなたの想いを一曲に」
～形に残すボイストレーニング～
ボイストレーナー・音楽療法士
voiceTOMO(ボイストモ)

■第４火曜 15：30～16：50 10/22から 
■8回（会員）27,456円

普段の生活に紅茶を取り
入れてみませんか？美味し
い入れ方や紅茶の歴史、
またおもてなしや季節の
アレンジティーなどの実践を通して、楽し
みながら学びましょう。少しのこだわりが
毎日をほんのり楽しくしてくれますよ！

日本紅茶協会認定ティーインストラクター
冨士岡 直子

■第３月曜 15：30～17：00 10/21から 
■6回（会員）15,114円

紅茶で楽しむ365日

フリーランスアナウンサー 
北村 冴美
話し下手を諦めていません
か？会話もトレーニングに
よってそのテクニックを向
上させることができます。会
話で人生楽しくしましょう！

話し上手、聞き上手

■第２金曜 19：00～20：30 10/11から
■6回（会員）17,160円

※同時間帯に開講します

広島大学名誉教授・同客員教授
古東 哲明
哲学の思索を導きにして、どなた
の胸にも届く言葉で語ります。
■第2水曜 10：30～12：00 10/9から
■6回（会員）15,114円

死の深さ／生の輝き 一日講座
あり

～雑貨屋オーナー兼カウンセラーが提案する～
何気ない日常生活を
精一杯楽しむ
㈱TANEMAKI代表取締役　
キャリアカウンセラー 
石川 真紀
自分の心を自分で整える術
を身につけ、心の片付け方
や、日常生活を楽しめる感
性を養います。
■第3金曜 10：00～12：00 11/15から
■5回（会員）14,300円 （教材費）1,100円

一日講座
あり

養生薬膳アドバイザー
優美式
医食同源、人に良いと書
いて“食”。漢方的考えを
身に付け季節や体調に合
うレシピ。始めましょうか
毎日できる養生ごはん。
■第１木曜 13:00～14:30 10/3から
■6回（会員）17,160円 （教材費）9,900円

一日講座
あり日常食材で叶う旬の養生ごはん

クラシックギターで
楽しく基礎を修得し
ましょう。指先を刺激
する事は脳を活性化
し若さを保つ一つの
方法です。

ギター入門（土）

■第1・3・5土曜 15:30～17:00 10/5から
■6回（会員）15,114円 

ギタリスト
橋本 勇夫

ゆったりと花をいけること
で季節の推移を感じ、植物
の特徴を知り、いけばなに
必須の技を学びます。

いけばな小原流
小原流いけばな教授会特別会員
鈴木 榮子

■第2日曜 10：30～12：00 10/13から
■6回（会員）15,114円 （教材費）6,600円

神楽研究家 
石井 誠治
約70ある広島神楽は『日
本人のこころ』を伝える郷
土芸能。神話の物語から平
安時代の歴史的事件を旅
します。

広島神楽 日本を舞う　
～歴史と由縁の地を旅する～

■第1火曜 13：30～15：00 10/1から
■6回（会員）15,114円

きもの着付け教室
美和きもの教室講師 
島 加奈子
着物は難しい、苦しいと
思っていませんか。着方
のコツを学ぶと着物が
身近に！生活の中に着物
の装いを取り入れて、普
段着や礼装の着物を楽しみましょう。プ
ロの着付け師が、初心者から上級者まで
丁寧に指導します。
■第３水曜 15：30～17：30 10/16から
■6回（会員）16,500円

はなまる終活講座
山下江法律事務所　終活ガイド（上級） 
今井 絵美
「終活」で人生“はなまる”に！
エンディングノートで医療・
介護・保険・相続・葬儀・お墓
の不安を解決！
■第４水曜 13：00～15：00 10/23から
■6回（会員）15,114円

懐かしい映画から魅力的な
スターを映画と共にご紹
介。最近の注目作品も
ちょっぴりご紹介。映画との
出逢いで、心輝かせてみま
せんか？

おしゃべりシネマ

■第4日曜 13:30～15：00 10/13から 
■3回（会員）7,557円

ラジオパーソナリティ、映画評論家
三浦 ひろみ

Aiiro Koubou主宰
小笹 和子
オシャレに飾れるポストカー
ド！インテリアや小物に花や
グリーンを添え、水彩絵の
具で表現してみましょう。

透明水彩で描くポストカード
～インテリアと植物～

■第３日曜 10:30～11:30 10/20から
■3回（会員）6,864円

和菓子作りの楽しさだ
けでなく、歴史や雑学な
どもお伝えします。木型
や道具もご紹介します。

季節の和菓子作り

■10/7（月） 10：00～12：00
■（会員・一般）2,288円 （教材費）500円

体験

和菓子1級技能士 広島マイスター 青柳屋商品開発部
馬場 寛親

■第２水曜 10:00～12:00 11/13から 
■5回（会員）11,440円 （教材費）2,502円

長久保部長と小海途（神）の
フィギュアスケート撮ってもいい？話

スポーツニッポン新聞社写真部      
編集委員 長久保 豊　小海途 良幹
数々の名ショットで新聞
1面を飾ってきた2人。
世界で活躍する選手達
の臨場感あふれる写真
と貴重なエピソード。会
場は広島県ＪＡビル
■10/12（土） 16：00～17：30
■（会員）4,004円 （一般）4,576円
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断捨離は、モノを捨てるだ
けではありません。家が片
付けば人生が片付く！快適
に生きるための手段を学び
ます。

やましたひでこ公認　断捨離Ⓡトレーナー
おはら やすこ

■第２月曜 10：00～11：30 10/14から 
■6回（会員）17,160円

断捨離Ⓡ入門

シンガー
Queen V
変化を実感できる、
ミュージックセラ
ピーを取り入れた
レッスンです。
■第2木曜 11：00～12：30 10/10から
■6回（会員）27,456円 （教材費）1,650円

■9/27（金） 11：00～12：30
■（会員・一般）4,492円 （教材費）270円

体験

声と歌のお悩み解決！スキルアップ
～懐かしの歌から洋楽まで～

日本野菜ソムリエ協会認定　野菜ソムリエプロ
大西 真由美
毎日の食生活に野菜を上手
に取り入れるヒント、季節の
野菜の保存や調理法、食べ
比べなど、座学と試食で学
び、ご家庭でもすぐに実践できます。また
旬の果物についてもお話します。
■第３金曜 10：00～12：00 10/18から 
■5回（会員）12,595円

野菜の魅力を知ろう！
～季節の野菜と果物の美味しい時間～

フォトグラファー小橋  城が切り撮った
白い世界の表現者たち

日本スポーツ写真協会（JSPA） フォトグラファー 
小橋 城
フィギュアスケーター達の瞬間を
どう切り撮るか、エピソードを交
えて独自の視点でお話します。
■11/10（日） 10：30～12：00
■（会員）3,432円 （一般）4,004円
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「自分の花を咲かせよう」坂
村真民の詩を通して、自身
の人生を見つめてみません
か？ココロが軽くなり、睡眠・
自律神経がアップする楽し
い会です。一人一人に合わせた医学的ア
ドバイスも。

人生会議
～ココロの薬をみつけよう～

■第１土曜 13：00～14：30 10/5から
■3回（会員）8,580円 （教材費）1,980円

上級睡眠健康指導士 
瀬戸 洋恵

様々な素材に触れ、探索を
しながら制作します。こども
たちの興味に合わせて個別
対応いたします。

こども絵画・造形教室
IWAD環境福祉専門学校 幼児造形講師
羽戸 千香子

■第３日曜 10:30～11:30 10/20から 
■3回（こども）6,864円 （教材費）900円

専門店ならではのお茶（養生
茶を含む）を飲み比べましょ
う。毎月、季節に合った数種
類のお茶を試飲し、役立つ情報や、ご自宅での楽しみ方
をご紹介します。珍しいお茶請けもご用意しております。
会場：姫茶伝（広島市安佐南区古市2-32-2）  

中国・アジアのお茶を愉しむ
中国茶専門店「姫茶伝」 
石田 他

■第２木曜 13：30～15：00 10/10から
■6回（会員）16,500円

『ほめ達』のほめる魔法
一般社団法人日本ほめる達人協会特別認定講師 
石原 憲一
ほめるとは人や物事の価値を
発見すること。すぐに使えるほ
め達の魔法をお伝えします。
■12/1（日） 10：00～12：00
■（会員）2,640円 （一般）3,212円

12
1

ハンドメイド作家 
廣本 千昭
バッグやポーチ、通帳入れな
どの布小物を作ります。手作り
の楽しみを味わってください。

かわいい手縫い小物を作ろう

■第3日曜 10：30～11：30 10/20から
■3回（会員）6,864円
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受付開始
8月28日（水）９：30から

八丁堀交差点から徒歩7分

●事前にご予約のうえ、申込日から1週間以内にお手続きください。
●受付時間/月～土曜 9：30～19：30、日曜 9：30～16：00　
●休業日/年末年始・GW・お盆
●広島市「高齢者いきいき活動ポイント」付与します

1日・短期講座は
入会金不要！

平和大通りNHKカルチャー 広島 検索
携帯・スマホからも申し込めます

〒730-0029  広島市中区三川町2-10 愛媛ビル3F

「ホームページ入会半額キャンペーン」
実施中（詳細は8面）

入会金4,000円＋税
70歳以上・中学生以下は無料

定時講座は見学無料1講座1回のみ 30分以内・一部講座を除く新設講座 ※教材費が別途かかることがあります。※ほとんどの講座で見学・体験ができます。



教　養

くらし・文化

新はじめての手相入門
～6ヶ月修了～

はじめての手相～応用編～

東明学院専任講師 運命コンサルタント 
吉谷 久美子
あなたの手相は世界で
たったひとつ。線の意味
を知り、線の通りに生き
ることが幸せへの第一
歩です。東明オリジナル
テキストを用いてわかり
やすく説明します。
■第1月曜
　10：30～12：00 10/7から
■6回（会員）15,114円

■第4金曜
　19：00～20：30 10/25から
■6回（会員）15,114円

メディチ家とフィレンツェ
翻訳家・元フィレンツェ大学講師 
中嶋 浩郎
町全体が一つの美術館と
言われるフィレンツェ。今
も残る絵画、彫刻、建造
物等を見ながら、歴史を
たどります。
■第2木曜 
　10：30～12：00 10/10から
■6回（会員）15,114円

仏教と宇宙
広島大学特任教授・元国立天文台長・長圓寺住職 
観山 正見
現代宇宙論から、
仏教的世界観や宇
宙観を再確認する
と共に、仏教の奥
深さを味わいます。
■第2金曜 
　13：00～14：30 10/11から
■6回（会員）15,114円

世界美術紀行～南西フランス～
広島大学名誉教授 画家 難波 平人
画家 ギタリスト 難波 英子
講師二人が世界
各国を取材し、
感動した美術紀
行。絵画、音楽、
食文化、旅のお
話をお楽しみく
ださい。
■第1土曜 
　10：30～12：00 10/5から
■5回（会員）12,595円

ピアノでたどるはじめての
クラシック音楽と文化
ピアニスト エリザベト音楽大学非常勤講師 
大坪 加奈
文化や簡単な語学に触
れながら、奥深いピアノ
曲の世界を感じてみま
せんか。講師のピアノ
演奏もあります。
■第3木曜 
　15：30～17：00 10/17から
■6回（会員）15,114円

能を知る
神戸女子大学教授 
樹下 文隆
能の歴史を概説し、舞
台・装束・音楽・詞章・所
作などを多方面からご
紹介します。
■第1金曜 
　10：30～12：00 10/4から
■6回（会員）15,114円

『論語』を読む
広島大学名誉教授 
狩野 充徳
各自の体験と関連させ
て論語を読めば、孔子や
弟子達が生き生きと浮
かび上がります。
■第4水曜 
　10：30～12：00 10/23から
■6回（会員）15,114円

『史記』を読む
『史記』の中から興味をそそる人物を取り
上げ、その生き方を考えます。
■第2水曜 
　15：30～17：00 10/9から
■6回（会員）15,114円

現在日本をめぐる
核戦略と安全保障
県立広島大学非常勤講師 
原 理
中国・北朝鮮の核兵器に
対し米国の核の傘が無
効に・・・

■第1金曜 
　10：30～12：00 10/4から
■6回（会員）15,114円

近世ひろしま人物伝
～浅野長晟広島入部400年～
九州大学大学院特別研究者 
光成 準治
42万石余の大名として
広島に入部した浅野長
晟の家臣団と町人につ
いて探ります。
■第1木曜 
　13：00～15：00 10/3から
■6回（会員）15,114円

厳島神社史の「謎」に挑む
県立広島大学名誉教授 
松井 輝昭
厳島神社の歴史に残る
幾つもの謎を少しでも
一緒に前進させましょ
う。
■第3土曜 
　13：00～15：00 10/19から
■6回（会員）15,114円

清らかに仏の道を
生きた「妙好人」
安来市加納美術館館長 歴史地理学研究者 
神 英雄
「妙好人」は浄土宗・浄土
真宗の在俗の篤信者。各
地の妙好人を訪ねる中
で知った話を紹介します。

■第3火曜 
　10：00～11：30 10/15から
■3回（会員）8,250円

新約聖書が描く
キリスト教のはじまり
～使徒言行録を読む～
広島大学教授 
辻 学
聖書のテキストを一緒に
読み、キリスト教の特徴
や魅力を見ていきましょ
う。
■第4月曜 
　10：00～11：30 10/28から
■6回（会員）15,114円

仏教讃歌を歌おう！
～歌を通して学ぶ仏さまの教え～
浄土真宗本願寺派願船坊坊守・
ソプラノ歌手 
秋津 智子
季節の歌も交えながら
楽しく歌い仏教に親し
んでいきましょう。
■第3火曜 
　10：30～12：00 10/15から
■6回（会員）15,114円

坐禅と禅のお話
曹洞宗普門寺副住職・臨床心理士 
吉村 昇洋
坐禅をして緊張やとらわ
れを手放して、ありのま
まの自己と出会いましょ
う。椅子坐禅も対応。
■第2月曜 
　10：00～11：30 10/14から
■6回（会員）18,546円

親鸞聖人
『和語聖教』に聞く
呉市浄円寺住職 本願寺派布教使 
桑原 浄昭
親鸞聖人が和語で書か
れた三部作の一つ、「唯
信鈔文意」を読み進めま
す。
■第2・4月曜 
　10：30～12：00 10/14から
■12回（会員）30,228円

哲学の冒険
広島市立大学ほか非常勤講師 
小田 智敏
哲学は驚きから始まりま
す。世界と自分自身とを
経験し直してみません
か。
■第1日曜 
　14：00～15：30 10/6から
■6回（会員）15,114円

人生100年時代を生きる
老年学
県立広島大学准教授 
狩谷 明美
生き方をともに学び考え、
少子高齢化社会のデザイ
ンを描きましょう。

■第4日曜 
　10：30～12：00 10/27から
■6回（会員）15,114円

『古事記』とわたしたち
～くらしの中の神道と日本文化～
広島修道大学非常勤講師 
中道 豪一
古事記の内容と私たち
の暮らしのつながりを感
じてもらうことに焦点を
絞ります。
■第2金曜 
　10：00～12：00 10/11から
■6回（会員）15,114円

我々を育む
宇宙の絶妙な調和
広島大学名誉教授 
大杉 節
私達を育む宇宙が持
つ、重要かつ基本的な6
つの定数について「宇
宙を支配する6つの数」
に沿い、最新の話題を交
えて学びます。
■第1金曜 
　13：00～14：30 10/4から
■6回（会員）15,114円

異文化イスラーム理解
広島市立大学名誉教授 
宇野 昌樹
イスラームを
キーワードに「中
東の今」を読み
解きます。

■第2日曜 
　10：30～12：00 10/13から
■6回（会員）15,114円

星に親しむ
～1年で基礎から学ぶ天文学～
比治山大学非常勤講師 
加藤 一孝
天文学を学び、宇宙に対
する理解を深め、科学の
目で星と向き合いましょ
う。
■第3日曜 
　14：00～15：30 10/20から
■6回（会員）15,114円

クラシック音楽千夜一夜
ヴァイオリニスト 
上野 眞樹
世界中で演
奏活動をし
ている上野
眞 樹 氏 の
“愛の楽器”
ヴァイオリ
ンの生演奏と、世界各国の音楽のお話
です。
■第2・4火曜 
　10：30～12：00 10/8から
■12回（会員）30,228円

「源氏物語」を読む
作者の意図や物語の特色を捉え、現代と
比べながら光源氏などの暮らしぶりと心
の中を探ります。
■第2・4木曜 
　10：30～12：00 10/10から
■12回（会員）30,228円

「万葉集」の世界
広島女学院大学名誉教授 
藤河家 利昭
歌を音読し、言葉や表
現の背後にある作者の
姿勢や心情を捉えま
す。
■第2・4火曜 
　13：30～15：00 10/8から
■12回（会員）30,228円

日本の庭園とその魅力
庭園デザイナー 
烏賀陽 百合
海外を旅し庭を見て
周った講師が庭園の見
方やその文化などをご
紹介します。
10月21日は現地視察。
■第3月曜 
　11：00～12：30 10/21から
■3回（会員）10,989円 （教材費）1,527円

エッセイを書く
「エッセイ広島」主宰 
清原 和子
体験したこと・思ったこと
を的確に伝え、その上で
より美しい文章を書く事
を目指します。
■第2・4月曜 
　10：00～12：00 10/14から
■12回（会員）30,228円

詩の魅力
詩人 作詞家 
井野口 慧子
一行の詩でも、心が震
えることがあります。詩
の世界は、日常に新鮮
な風穴を開けてくれる
でしょう。
■第1水曜 
　13：00～15：00 10/2から
■6回（会員）16,500円

俳句
俳人協会広島県支部長 広島俳句協会会長・楓主宰 
木村 里風子
正しい俳句を作る基本
から勉強します。教室全
体が楽しく“和”を基盤
にしています。

俳句入門Ⅰ
■第1・3・5木曜 15：30～17：30 10/3から
■13回（会員）32,747円
俳句入門Ⅱ
■第1・3・5金曜 10：00～12：00 10/4から
■13回（会員）32,747円
俳句Ⅰ
■第1・3・5土曜 13：00～15：10 10/5から
■12回（会員）30,228円
俳句Ⅱ
■第1・3・5木曜 13：00～15：10 10/3から
■13回（会員）32,747円

短歌を楽しむ
「白炎」元代表 「かりん」会員 
三原 豪之
歌作りのポイント、作品の
添削、名歌鑑賞などを通
して、作歌力向上の手助
けをします。

■第1・3・5水曜 
　13：00～15：00 10/2から
■13回（会員）32,747円

～五・七・五に思いを込めて～
川柳教室
全日本川柳協会常任幹事 
浅原 志ん洋
紙と鉛筆さえあれば誰
でも手軽にできる川柳。
鑑賞の仕方から実作ま
で丁寧にお伝えします。
■第4月曜 
　10：00～12：00 10/28から
■6回（会員）15,114円

短歌
月刊歌誌「真樹」主幹 
山本 光珠
何より純粋に日本的だとも
言われる短歌。日本語の正
しさを大切に、作歌の意図
が正確に伝わるよう表現を
考えます。
入門
■第2金曜 15：30～17：00 10/11から
■6回（会員）15,114円
短歌
■第1・3・5金曜 15：30～17：30 10/4から
■13回（会員）32,747円

暮らしに役立つ！
法律講座
広島弁護士会所属弁護士 
矢野 雄介
私たちは日常生活で
様々な法律問題に出会
います。本講座では、
様々な具体的事案につ
いて、実際に必要とな
る書面等を作成することで、どんな知識
が必要となるかを学びます。
■第1月曜 
　13：30～15：00 10/7から
■6回（会員）13,728円

パステル
ヒーリングアート中級
日本パステルヒーリングアートセラピー協会代表 
松永 千慧
初級3回・中級4回・上級
4回を修了後、パステル
ヒーリングアートⓇアド
バイザーを取得できま
す。
■第3日曜 
　13：30～15：30 10/20から
■4回（会員）44,880円
　（教材費）2,200円

百人一首と歌人たち
広島女学院大学教授 
佐藤 茂樹
一首ずつ鑑賞し、作者
の歌風や人生、当時の
時代背景なども紹介し
ます。
■第4金曜 
　10：00～12：00 10/25から
■6回（会員）15,114円

おもしろ古文書
広島国際学院大学非常勤講師 
棚橋 久美子
くずし字解読の力をつ
け、1人で読めることを
第一の目的とします。

■第4金曜 
　13：40～15：10 10/25から
■6回（会員）15,114円

楽しい漢詩創作講座
元広島県立学校教頭 
瀬尾 杜石
指導を受けて誰でも漢
詩が作れるようになり
ます。終了時には漢詩
集を出版します。
■第4火曜 
　10：30～12：00 10/22から
■6回（会員）15,114円 （教材費）1,834円

漢詩のこころを読む
元徳山工業高等専門学校教授 
小松 英生
漢詩のポイントを読み深
め、背後にある作者の心
情を味わいます。

■第1・3・5水曜 
　10：00～12：00 10/2から
■12回（会員）30,228円

日本の書の歴史と鑑賞　
～これだけは知っておきたい古筆切の知識～
広島大学文学部客員教授 
塩出 智代美
平安時代に書写された
和歌集が切断された経
緯、及び現在どのような
形で伝存し、鑑賞に供さ
れているかをお話します。
■第4土曜 
　10：30～12：00 10/26から
■6回（会員）15,114円

般若心経
～写経とその心に触れる～
真言宗正観寺住職 
小出 真行
心静かに「般若心経」を書き写し、説かれ
ている内容についてお話します。

■第2・4木曜 
　10：30～12：00 10/10から
■6回（会員）15,114円

名陶の美
～その歴史と文化～
名陶の数々を明らかにし、その美に迫りま
す。明日の鑑定家を目指して。
■第4金曜 
　18：30～20：00 10/25から
■6回（会員）18,546円

茶道具の美
～各道具と取合せ～
茶の湯文化学会 
大前 宗貴
茶道具の名品を分かり
易く解説し、取合せを考
えながら、美に迫りま
す。流儀不問。
■第4金曜 
　11：00～12：30 10/25から
■6回（会員）18,546円

茶の湯を学ぶ
～お茶と茶の湯の文化と歴史～
意外と知らないお茶と茶の湯の伝来につ
いて文化と歴史を中心にお話しします。
■第4金曜 
　16：00～17：30 10/25から
■6回（会員）18,546円

源氏物語を楽しむ
元山陽女子短期大学教授 
浅野 日出男
「源氏物語」を通して総
合的日本文化の理解を
目指します。

■第2・4火曜 
　13：00～15：00 10/8から
■12回（会員）30,228円

『平家物語』を読む
当時の権力・信仰・生活等の背景、文学・
芸能等の享受と受容を学びます。平家伝
説の地も訪ねます。
■第2・4火曜 10：30～12：00 10/8から
■12回（会員）30,228円

御伽草子、奈良絵本・
奈良絵巻を楽しむ
室町時代に出現した小説類の原本を読
んで理解した上で、絵を見、読む楽しみを
味わいませんか。
■第1・3・5火曜 
　15：15～17：15 10/1から
■14回（会員）35,266円

令和から始める「万葉集」
「令和」の典拠、万葉集巻５梅花宴の歌を
熟読し、令和の意味を学びます。鞆の室
の木の歌も関連します。自分と万葉集と
の関りを探り、広島県内の万葉集関連
歌に親しみ、発展させましょう。
■第1・3火曜 
　13：00～15：00 10/1から
■12回（会員）30,228円

芸備地域の中世史
～地域間交流から見た社会の動向～

広島大学名誉教授 
岸田 裕之
史料が豊富な芸備地域
は多様な中世史像が描
けます。実像を具体的に
語ります。
■第3月曜 
　13：00～15：00 10/21から
■6回（会員）15,114円

新6ヶ月・少人数制話し方集中
レッスン 入門

元ＮＨＫＢＳキャスター 
藤野 能子
太く短く学びたい方のた
めの少人数制の集中講
座。話し方の癖を直し、
好感度の高い語り手と
なるようトレーニングし、
説得力のあるスピーチ
力を身につけていきます。（定員５名）
■第4木曜 
　19：00～20：40 10/24から
■6回（会員）32,274円

季節のしつらえ
～日本の歳時記とともに～
食空間コーディネーター 
藤村 浩子

季節の伝統文化を知り、日々の暮らしを
楽しむ食卓や空間のコーディネートの工
夫をご提案します。
■第2水曜 
　13：00～14：30 10/9から
■3回（会員）8,580円 （教材費）1,501円

イギリスの文化と貴族たち
県立広島大学教授 
天野 みゆき
イギリス文化の形成に、貴族はどのよう
な役割を果たしてきたのでしょうか。小説
や映画、ドラマをテキストにして理解を深
めます。

■第3金曜 
　10：30～12：00 10/18から
■5回（会員）12,595円

「公爵邸チャッツワース・ハウス」

一から学ぶ浄土真宗
浄土真宗本願寺派正覚寺住職・本願寺派布教使
清胤 弘英
正覚寺坊守・教育カウンセラー
清胤 祐子
浄土真宗のみ
教え、お作法・
おつとめ、仏典
童話、仏教讃
歌などひとつ
ずつ学びます。
■第1水曜 
　15：30～17：30 10/2から
■6回（会員）15,114円

オペラへの招待
～名作オペラの楽しみ～
声楽家 オペラ研究家 
吉永 早耶香

名作オペラを様々な角度から捉え鑑賞
し、作品に込められたメッセージを探りま
す。総合芸術の魅力をお楽しみください。
■第4木曜 
　13：00～15：00 10/24から
■6回（会員）15,114円

ひろしまオペラルネッサンス公演「椿姫」

中国芸術の実相
～書画をとりまく世界～
安田女子大学文学部准教授 
増田 知之
書画を中心とする中国
芸術の素晴らしさ、おも
しろさを、種々の資料を
用いてご紹介します。
■第4日曜 
　10：30～12：00 10/27から
■6回（会員）15,840円

考古学から探る古代史
芸備考古学調査研究会代表 
脇坂 光彦
全国と安芸・
備後地域の
特徴とを見比
べながら、こ
の地の考古
学を探訪します。
■第4月曜
　13：30～15：00 10/28から
■6回（会員）15,114円

しっかり知りたい
西洋美術史
公益財団法人ひろしま美術館学芸部長 
古谷 可由
毎回1作品をとりあげ、
特徴や隠れた背景など
を徹底的に考察してゆ
きます。
■第3月曜
　18：30～20：00
　10/21から
■6回
　（会員）15,114円

レオナルド・ダ・ヴィンチ
「モナ・リザ」ルーヴル美術館

植物・神秘の世界
広島大学名誉教授 
関 太郎

植木もコケも野の花も、
物の作りはみな同じ、
神のみぞ知るその原理、
秘密のベールを解明し、
のぞくルーペの美しさ、
世にもまれなる発見を、
界隈あまねく触れ回る。
■第1・3・5金曜 13：00～15：00 
　10/4から
■13回（会員）29,744円

2 　 マークは満席または満席に近い講座です。※ほとんどの講座が途中からでも入れますが、❸❻12は、それぞれ3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月でカリキュラムが終了(一巡)する講座のため、受講出来ない場合がありますのでご了承ください。★マークは期の始め(4月、10月)のみ受付、☆は期の始め(4月、7月、10月、1月)のみ受付となります。※講座内容や教室の様子を1講座につき1回限り見学できます。(一部講座を除く)見学料金は無料です(30分以内)。受付にてお問い合わせください。



茶道・香道

小笠原流礼法
～作法の基本～
（監修）弓馬術礼法小笠原教場三十一世宗家 
小笠原 清忠
（講師）
上田 千恵子・梶間 敦子
伝統文化・礼法を暮らし
に生かし、呼吸にあわせ
た所作と無駄を省き美
しい動きを指導します。

■第1日曜 
　10：00～12：00 10/6から
■3回（会員）7,920円

薬用植物から見る
漢方の世界（火）
薬剤師 鍼灸指圧師 
吉本 悟
漢方薬や民間薬に使用
する薬草の知識を実際
の生薬と植物を見て勉
強しましょう！傷寒論など
古典文献も参照し、学び
ます。
■第3火曜 
　13：00～14：30 10/15から
■6回（会員）17,160円

こんな時・こんな酒
～酒屋のおっさんのワイン講座～
吉長酒店店長 
吉長 孝衛
酒屋のおっさんの失敗談
を繋げて、フランスワイ
ンを探りながら、試飲中
心の体で覚えるひととき
です。これで世界のワイ
ンが見えてきます。
■第3土曜 
　18：30～20：30 10/19から
■6回（会員）15,114円

～片付けで気持ちも上がる
快適生活のススメ～
ズボラ流お片付け術
整理収納アドバイザー 
さかた ちあき
一時的な片付け
ではなくキープ
できる！笑顔の快
適生活へ導きま
す。
■第2火曜 
　10：30～12：00 10/8から
■6回（会員）16,500円

マジック上達への道
～テーブルマジック入門編～
プロマジシャン 
響 仁（ヒビキ ジン）
マジックでいつでも
人 気 者！西 日 本
No.1マジシャン響
仁による講座です。
丁寧に指導します。
■第1・3・5月曜 
　15：30～17：30 10/7から
■13回（会員）32,747円

南京玉すだれ
南京玉すだれ伝承者 
山村 いさえ
千年の歴史
をもつ古典
芸能「南京
玉すだれ」。
楽しいお囃
とリズミカル
な節回しで
玉すだれが様々な姿に変化していく大道
芸です。身につけておくと、思わぬチャン
スで「ヒーロー」に！
■第1火曜 
　13：00～15：00 10/1から
■6回（会員）15,114円

誰でも簡単！腹話術入門
全国あすなろ腹話術協会 
直本 勉
発声練習、人形の操作
方法、セリフの作り方な
ど初心者の方向けで
す。
■第3水曜 
　13：00～15：00 10/16から
■3回（会員）7,557円

算命学
～目に見えない運命の糸・
不思議さを知る～
算命学カウンセラー 
加藤 蓮佳
生年月日から宿命を解
き明かし、性格、生き
方、運気を読み取って
いきます。自分を知るこ
とにより、納得のいく心
豊かな生き方ができます。
■第2・4木曜 
　18：30～20：00 10/10から
■6回（会員）15,114円

タロット入門
一般社団法人日本占術協会認定占術士 
リリー マリンカ
初心者向けに、タロット
で占えること、占えない
こと、カードの意味を中
心に進めます。

■第2・4月曜 
　18：30～20：00 10/14から
■6回（会員）15,840円

四柱推命入門（木）
四柱推命研究家 
渡辺 春静
人は皆、自分
に与えられた
道を歩き続け
て一生涯を終
えます。一人
で迷いながら立ち止まった時、四柱推命
の易学で自分の宿命、そして運命を少し
でも知っていたらきっと自分なりの将来
の指針にお役に立つと思います。先ずは
基礎的な四柱推命から一緒に学習して
みませんか！
■第4木曜 
　15：30～17：00 10/24から
■6回（会員）15,114円

四柱推命入門（土）
■第3土曜 
　15：30～17：00 10/19から
■6回（会員）15,114円

四柱推命初級
■第2木曜 
　15：30～17：00 10/10から
■6回（会員）15,114円

話し方教室（日）
～あがらない、
自信がつく話し方を伝授～
元フリーアナウンサー 人材育成コンサルタント 
織田 直子
人前に出ると緊張して
頭が真っ白になる。滑
舌が悪く、口下手は直
らないと思っている人。
話し方は正しい訓練で
向上します。婚活、就
活、キャリアップにも役立ちます。
■第2・4日曜 
　10：30～12：00 10/13から
■12回（会員）30,228円

話し方教室（水）
～あがらない、
自信がつく話し方を伝授～
人前で話すことを苦手と思われている
方、今さらなおらないとあきらめている
方。自身もそうであったという講師のアド
バイスと、ちょっとした努力で、おどろく
ほど変わります。受講された方、皆さん
はっきりと効果が表れています。
■第2・4水曜 
　18：30～20：00 10/9から
■12回（会員）30,228円

美しい声の作り方
～ハリ・つやのある声に～
キャスター 
丸子 ようこ
人前でうまく話せない、
コミュニケーションをと
ることが苦手な方も、ま
ずは声を出すことから
始めましょう。明るく楽
しく“自分を表現する方法”を伝授します。
■第2・4月曜 
　10：30～12：00 10/14から
■12回（会員）30,228円

やさしい朗読教室Ａ
朗読・音訳指導者 
網本 えり子
心動かされる素敵なお
話や文章をふと口ずさ
んでみると、言葉が声
になり、人の思いや新
しい景色が見えてく
る・・・それこそ朗読の楽
しみ！小説、絵本、詩歌など題材はさまざ
ま、読むボランティアの方もぜひどうぞ。
■第2・4木曜 
　10：00～12：00 10/10から
■12回（会員）30,228円

やさしい朗読教室Ｂ
■第1・3・5火曜 10：00～12：00 10/1から
■14回（会員）35,266円

楽しい朗読への誘い
元ＮＨＫチーフアナウンサー 
清川 徹
朗読は難しいと思って
いるあなた！この講座で
は必ず、朗読の楽しさや
面白さを感じていただ
けると思います。数々の
朗読番組を担当してきた私の講座へ、ど
うぞおいで下さい。
■第1・3・5月曜 
　10：00～12：00 10/7から
■13回（会員）32,747円

四季折々の
ガーデニング
＊広島市内現地教室
英国王立園芸協会認定ハンギングバスケットマスター 
尾楠 美代子

四季折々の花材を用いて身近に季節
を感じてみませんか。ハンギングやコ
ンテナーを中心に季節の行事をとり入
れた作品を作ります。（広島市内の別
教室です）
■第1月曜 
　13：30～15：00 10/7から
■6回（会員）15,840円

傾聴療法士養成講座
【資格取得可】
（監修）NPO法人日本精神療法学会理事長 
松本 文男
（講師）NPO法人日本精神療法学会認定 傾聴療法士
岩本 さよ子
心に苦しみを抱えた人
の思いを聴くことで治
療します。1年間の課
題を修了すると資格が
取得できます。
■第1金曜 
　18：00～20：00 10/4から
■5回（会員）20,020円

人生を輝かせる
熟年世代の心理学
（交流分析）
NPO日本交流分析協会 TA心理カウンセラー 
宇治木 敏子
人生が深まる今、これま
での人生体験を踏まえ、
心理学を学び、活用しま
せんか？

■第3水曜 
　13：30～15：00 10/16から
■6回（会員）17,160円

チーズとワインの
マリアージュ
シニアソムリエ チーズプロフェッショナル 
中野 操
ヨーロッパ各地
にはそれぞれの
地方を代表する
個性的なチーズ
やワインが作ら
れています。毎
回主にフランスの各地方をとりあげ、歴
史や文化的背景をお話ししながら、その
地方のチーズを試食していただきます。
■第2火曜 
　19：00～20：30 10/8から
■6回（会員）15,114円 （教材費）6,600円

和を演出する
テーブルコーディネート術
～日本の季節を彩りながら～
belle table主宰 うつわの陶花 
光田 愛（まみ）
「家族みんなが楽
しめる食卓づく
り」をコンセプト
に、手軽に食事を
楽 し む た め の
ちょっとした工夫をアドバイスします。軽
食やお茶、お菓子も楽しめます。
■第4木曜 
　13：00～15：00 11/28から
■3回（会員）9,273円

山野草から作るこけだま
日本樹木医会広島支部支部長 広島可憐花会会長 
長井 稔
部屋の中でも、気軽に
楽しめる人気の苔玉。
自分だけの癒しの空間
を、山野草の苔玉で作っ
てみませんか？
■第2木曜 
　13：00～15：00 10/10から
■6回（会員）15,114円

ハーブ＆アロマテラピー 
～心のケア・認知症・介護まで～
日本アロマ研究会認定講師 アロマリスト 
賀屋 幸子
年齢を重ね、変わ
りゆく心と体に向
き合いながら、美
容・心のケア・生
活習慣病・未病・
認知症・介護などに役立つハーブとアロ
マテラピーを学びます。月に１度の癒しの
時間をご一緒しましょう。
■第4火曜 
　10：00～12：00 10/22から
■6回（会員）15,114円

～毎日使いたい～
ハーブ＆スパイス
ＪＨＳハーブインストラクター 
渡辺 美代子
自然の恵みハー
ブやスパイスを
日々の生活に取
り入れて、健康で
心豊かに過ごしま
しょう。ハーブの育て方・ハーブティー、
料理、美容、クラフト、アロマセラピーな
ど様々な利用法を学びます。ご希望によ
りジャパンハーブソサエティのインストラ
クター資格も取得できます。（各回季節の
ハーブティー＆手作りスイーツ付き）
■第2木曜 
　13：00～15：00 10/10から
■6回（会員）15,114円

女性のための
ホリスティックリフレクソロジー
英国ＩＴＥＣ認定リフレクソロジスト 
宮河 利恵
足の反射区を押して血行を促し疲れや
だるさ冷えなど、様々な不調に対処しま
す。足全体の反射区を学び、自分ででき
る養生法です。
■第1・3・5火曜 
　10：00～12：00 10/1から
■6回（会員）15,114円

表千家 日曜　教室
表千家教授 
武藤 宗玉
おいしいお茶をもてな
し、もてなされる道が茶
道のこころです。まずは
お茶を飲むこと、そして
基本となるお点前の稽
古を通じて、みなさんに
茶の湯のもてなしの精神を体感していた
だきます。
■第2・4日曜
　13：00～15：00 10/13から
■6回（会員）15,114円 
　（水屋料）1,980円

英語ｄｅ茶道（裏千家）
裏千家助教授 
金子 宗慧
自分で点てた
お抹茶を英語
で勧められた
らステキです
よね？英語で
茶道の楽しさを伝えられるよう稽古し
ます。
■第2・4金曜
　18：00～20：00 10/11から
■12回（会員）27,456円 
　（水屋料）3,960円

茶道 表千家
表千家同門会広島県支部参与 
筒井 宗琴　小田 宗静

表千家は、利休居士以来の伝統を正しく
継承する流儀で、全国的組織を持ってお
ります。茶を楽しみながら「茶の湯」の心を
体得することを目的としています。初めて
の方もお気軽にご参加下さい。
■毎週火曜 
　13：00～15：00、15：30～17：30 
　10/8から
■各12回（会員）27,456円 
　（水屋料）3,960円

表千家 立礼教室
表千家教授 
武藤 宗玉
茶の湯の作法は
座敷の畳の上で
の式法ですが、
現代の生活様式
にあわせ、いすやテーブルを用いた茶の
もてなし方として、立礼は大切な役割を
持っています。幅広く茶の湯を楽しみま
しょう。
■第2・4日曜
　10：00～12：00 10/13から
■6回（会員）15,114円 
　（水屋料）1,980円

茶道 上田宗箇流
家元 正教授 
常田 宗毬

上田宗箇流は、桃山を代表する武将茶
人の一人であった上田宗箇を流祖とし、
400年もの歴史のある広島ならではの
茶道です。無駄のない動きの中に清々し
い気品を湛え、凛として美しいお点前で
す。宗箇の茶の心を共に学び、やさしい
心遣いを体験してみませんか。
■第1・3・5月曜
　18：30～20：30 10/7から
　第2・4月曜
　18：30～20：30 10/14から
■各6回（会員）13,728円 
　（水屋料）1,980円

茶道 裏千家
（ご都合に合わせて振替可能です）
裏千家淡交会 広島第２支部 藤本 宗幸
裏千家淡交会 広島第１支部 竹本 宗孝
裏千家淡交会 広島第２支部 井手 宗美

初心者から各自のレベルにあわせ、個人
指導を行います。お茶の楽しさを味わい、
気持ちをリフレッシュできる講座です。
■毎週木曜 
　10：00～12：00、13：00～15：00、
　15：30～17：30、18：30～20：30
   10/3から
■各13回（会員）29,744円 
　（水屋料）4,290円

茶道 裏千家（２・４週）
裏千家淡交会 広島第２支部 藤本 宗幸
裏千家淡交会 広島第１支部 竹本 宗孝
裏千家淡交会 広島第２支部 井手 宗美
■第2・4木曜 
　10：00～12：00、13：00～15：00
　15：30～17：30、18：30～20：30 
　10/10から
■各6回（会員）13,728円 
　（水屋料）1,980円

イスとテーブルで茶の湯
裏千家淡交会 広島第２支部 
井手 宗美

正座が苦手な方でも楽しんでいただけ
る、イスとテーブルで学ぶお茶です。少し
の知識があれば日常の来客時も安心で
す。老若男女を問わず、どなたでもお気軽
にご参加ください。初心者クラスです。
■第2・4金曜
　13：00～15：00 10/11から
■6回（会員）13,728円 
　（水屋料）1,980円

志野流香道
志野流松隠会中国四国支部教授 
礒谷 早奈枝
香道は室町時代に義政
の命を受けた志野宗信
や実隆によって芸道と
して確立されました。以
来500年に渡り伝統を
継承してきた志野流の
聞香を気軽に楽しんで頂ける教室です。
■第2金曜
　10：00～12：00 10/11から
■6回（会員）21,978円

バルーンアート
～風船と夢をふくらませて～
バルーンパフォーマー 
木村 キョウ
見たらかわいい
し作ってみたい
けど、割れるの
が怖い？ちょっ
としたコツで作
れます。初めて
の方も大丈夫
■第4火曜 
　18：30～20：00 10/22から
■3回（会員）8,580円

茶の湯 裏千家 Ａ
裏千家正教授 
三浦 宗輝

年齢や性別に関係なく、楽しく茶の湯の
作法を身に付けることができます。正座
が苦手な方もイスでの指導が可能です。
お気軽にご参加ください。
■第1・3・5土曜
　10：00～12：00 10/5から
■6回（会員）13,728円 （教材費）1,980円

茶の湯 裏千家 Ｂ
■第2・4土曜
　10：00～12：00 10/12から
■6回（会員）13,728円 
　（水屋料）1,980円

古儀茶道藪内流
～宗家家元 藪内紹智監修～
古儀茶道藪内流上段教授 野間 隆子
古儀茶道藪内流手解教授 古本 雄星

藪内流は千利休と兄弟弟子にあたる藪内
剣仲を流祖とした流儀です。代々西本願
寺の茶道師家を勤め、古流の姿を最も保
つ流儀です。御免状の取得も可能です。
お茶は藪内宗家で使用しているお茶を京
都より取り寄せて使用します。
■第1・3・5土曜
　18：30～20：30 10/5から
■12回（会員）27,456円 
　（水屋料）6,111円

香道 香流Ａ
香道香流香指南 
山崎 香斎

雅な香りを聞きながら、古典をやさしくお
話して楽しんでいます。ゆったりとしたひ
と時を過ごしてみませんか？（椅子もご用
意できます。）
■第4水曜
　13：00～15：00 10/23から
■6回（会員）21,978円 （教材費）1,980円

香道 香流Ｂ
■第3金曜
　18：30～20：30 10/18から
■6回（会員）21,978円 
　（教材費）1,980円

薬膳アドバイザー
資格取得養成講座
国際中医薬膳師  
原口 陽子
薬膳を正しく知
り、生活に意識し
て取り入れること
は家庭の「食医」と
して役立つはず。
季節の薬膳茶を
飲みながら楽しん
で学びましょう！12回の受講で「修了証」
交付。薬膳食材のお土産あり。
■第3月曜 
　10：30～12：00 10/21から
■3回（会員）6,864円 （教材費）9,900円

10歳若返る！
声＆笑顔トレーニング

年齢とともに他人とのコ
ミュニケーションが減り、
声を出さなくなった、笑
わなくなったという方。
たくさん笑って声を出すトレーニングで、
元気にいきいき人生を楽しむ力をつけま
しょう。
■第3金曜 
　13：30～15：00 10/18から
■6回（会員）13,728円

こも  だ    ゆう  こ

（株）ビュースマイル代表取締役 
伝達力トレーナー 

薦田 裕子

■10/18、11/15（金） 13：30～15：00
■2回（会員・一般）5,038円

体験

同世代と圧倒的に差がつく！
かづきメイク
（監修）かづき れいこ 
（講師）藤元 こずえ

レッスンで個々のお悩みや目的にあった
メイク法を学びましょう。※7名限定
■第4水曜 
　10：00～12：00 10/23から
■6回（会員）17,886円

短期コーヒーを極める
日本スペシャリティコーヒー協会会員 中国コーヒー商工組合会員 
滝村 勝博
珈琲を煎る、ブレン
ドする、淹れる。珈琲
を飲む、楽しむ。簡
単にレギュラーコー
ヒーが楽しめます。
■第3火曜 
　15：30～17：00 10/15から
■3回（会員）6,864円 （一般）8,580円 
　（教材費）1,200円

女性のための
自分でできるリフレクソロジー
～一家に一人、リフレクソロジスト
英国ＩＴＥＣ認定リフレクソロジスト 英国ＩＦＡ認定アロマセラピスト 
宮河 利恵
足の反射区を
押して体の血行
をよくし、心身
の不調に対処し
ます。30分位の
手順を学び、周
りの方々にも行えるようになりましょう。
■第1日曜 
　13：30～15：00 10/6から
■6回（会員）15,114円

朗読
～日本文学への招待～

元ＮＨＫチーフアナウンサー 
酒井 賢明
朗読の入門編として、
文章を意味のまとまり
として読むことを学び、
文芸作品を朗読しま
す。音読は脳の活性化
にも役立ちます。
■第2・4火曜 
　10：00～12：00 10/8から
■12回（会員）30,228円

暮らしの薬膳 
～五臓六腑を労わる（前編）～

「暮らしのスパイス」主宰、国際薬膳師、漢方アドバイザー 
藤井 真紀
キッチン漢方は、想像よ
りずっと簡単♪今期は、
ちょっと＋αの薬膳効果
がある食材とその用い
方、また、いつものお料
理を薬膳に引き上げる
食べ方をご紹介してい
きます。理論の方は、中医学的健康チェッ
ク法を取り入れながら症状別のお料理の
ご提案をします。
■第2水曜 
　12：45～14：45 10/9から
■5回（会員）13,200円 （教材費）13,750円

3　 マークは満席または満席に近い講座です。※ほとんどの講座が途中からでも入れますが、❸❻12は、それぞれ3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月でカリキュラムが終了(一巡)する講座のため、受講出来ない場合がありますのでご了承ください。★マークは期の始め(4月、10月)のみ受付、☆は期の始め(4月、7月、10月、1月)のみ受付となります。※講座内容や教室の様子を1講座につき1回限り見学できます。(一部講座を除く)見学料金は無料です(30分以内)。受付にてお問い合わせください。



いけばな

絵　画

お花を楽しむ講座（池坊）
池坊華道会中央委員 総華督 
五十嵐 恵子
『いけ花』
と聞くと難
しいと思わ
れていま
せんか？そ
んなに堅
苦しく考え
る必要はなく、気軽に出来るお花の楽し
み方の1つです。伝統的様式から自由に
生ける様式まで、幅広い表現が可能で
す。“楽しい・素敵・きれい”と感じることで
脳を活性化、そして自分自身のきれいに
もつなげていきましょう。
■第1・3・5水曜
　18：30～20：30 10/2から
■7回（会員）16,016円 （花材費）7,700円

茶花と茶趣の花
東茶古典セミナー講師 
峰 観楊
四季折々の野の花。日本古
来の伝統と歴史を学びつ
つ、一輪の花を入れます。茶
室は勿論、玄関や居間にも
茶趣の花を入れ楽しみます。
■第3金曜 
　10：00～12：00 10/18から
■6回（会員）18,546円 （花材費）13,200円

初歩の筆ペン・ボールペン
広島日展会会員・日本ペン習字研究会審査員 
中一 泉流
日本ペン習字研究会審査員/日本ペン習字研究会師範
中一 桃泉/宝蔵寺 雅泉
美しい文字は人格までも
素敵に感じさせます。パ
ソコンに頼りがちな現代
こそ、手書き文字の温か
さ・魅力を発揮させたい
ものです。この講座では
ご希望にあわせてボール
ペンまたは筆ペンを指導
します。基本さえ覚えれ
ば、すぐに実生活に役立
つこと間違いありません。
■第2・4火曜 
　15：30～17：30 10/8から
■12回（会員）27,456円

インテリアの書と刻字
～オリジナル印作り～
書道芸術院審査会員 
安達 春汀
個性を生かし、本格的
な刻・書法でノミと木槌
を使用し今の心境を贅
沢なインテリア作品に
仕上げます。書風に応
じた雅印づくりや篆書
体の書き方なども指導
します。
■第1・3・5火曜 
　10：00～12：00 10/1から
■6回（会員）28,842円

漢字と実用の書
～こどもから大人まで～
墨滴会常任理事 日本書芸院一科審査員 
萬屋 志鴻
毛筆漢字・実用書
（小筆・ペン字）共
に、基本の用筆法
から丁寧に指導し
ます。活字社会の
今だからこそ筆や
ペンを使って「生き
ている文字」を表現
してみませんか。文
字を書く楽しさを感じて下さい。お仕事帰
りにいかがですか？
■第2・4金曜
　18：00～20：00 10/11から
■12回（大人）27,456円
　（小・中学生）23,364円

ハンドメイドの飾れる書
毎日書道会会員 安田女子大学非常勤講師 
中島 豪
自作の書をイン
テリアに仕立て
楽しむ講座です。
形も小さく軽い
作品なのでどこ
にでも飾れ、心豊
かな生活を楽し
みましょう。
■第3金曜
　15：30～17：00 10/18から
■6回（会員）15,114円

カリグラフィ－
～初心者から経験者まで～
カリグラファーズ・ギルド会員 
伊藤 弥生
カリグラ
フィーは、
まるでア
ルファベッ
トの宝石
です 。生
活の中で
も色々なカードなどに使われています。手
書きしたものは必ず心が伝わり、喜ばれ
ますよ。共にお稽古いたしましょう！
■第1・3・5月曜
　18：30～20：30 10/7から
■13回（会員）29,744円 （教材費）5,280円

デッサン入門
新制作協会会員 
成尾 勝己

デッサンは美術作品の製作に欠かせない
基礎です。基礎から丁寧に指導します。
■第2金曜 
　13：00～15：00 10/11から
　6回（会員）13,728円

デッサン教室
■第2・4金曜
　10：00～12：00 10/11から
　12回（会員）27,456円

楽しく描ける油絵
光風会会員・日展会友 
平 久美子
絵を描いて人生を
彩ることも、楽し
いことでしょう。
絵のある暮しのお
手伝いをします。
■毎週水曜
　13：00～15：00 10/2から
■12回（会員）27,456円

油絵
東光会会員 
安森 征治
花や野菜、果物な
ど身近な題材を
一ヶ月で一枚の
ゆっくりしたペー
スで描きます。

■毎週木曜
　18：30～20：30 10/3から
■12回（会員）27,456円

デッサンから油彩画へ
～卓上の出合い～
新制作協会会員 
木下 和
モチーフを
思い思いに
描く、ゆった
りと楽しいひ
とときです。
初めての方にも、デッサンから丁寧に指
導します。
■毎週水曜
　15：30～17：30 10/2から
■13回（会員）29,744円

ビギナーのための油絵教室
日本美術家連盟会員 
上野 正嗣
道具の使い
方からデッサ
ン・スケッチな
どレベルに合
わせた指導
で、初心者でも安心して楽しめます。
■第2・4土曜
　13：00～15：00 10/12から
■12回（会員）27,456円

水彩画Ａ
広島日展会会員 
山口 ユミ江
「絵筆を持って
みよう」と決意
されたその気
持 ちを 大 切
に、個性を生
かし、観察力・描写力・表現力を養います。
■毎週月曜
　13：00～15：00 10/7から
■12回（会員）27,456円

水彩画Ｂ
～基礎から応用まで～
画家 
森下 恭介
水彩を通じて自分
の表現を見つけて
いけるように指導
していきます。

■毎週土曜
　10：00～12：00 10/5から
■12回（会員）27,456円

水彩画Ｃ
一陽会会員 
藤井 悟
水彩は好きとい
う方、描いてみ
たいと思う方は
ぜひ。どのよう
に勉強をすれば
上達が早いか、ずばり指導します。
■第2・4水曜
　10：00～12：00 10/9から
■12回（会員）27,456円

水彩画 入門
光風会会員 日展会友 
坂上 泰江
水彩画を学んで
みたい方。描く
作品は四季を通
しての花や野
菜、人形や静物
です。
■毎週金曜
　18：30～20：30 10/4から
■13回（会員）29,744円

～水彩色えんぴつで描く～
はじめてのプチイラスト
グラフィックデザイナー 
井上 敦子
身の周りの小
さな物を、さ
さっとかわい
く描けたら楽
しいですね。
水彩色鉛筆で
簡単に水彩風イラストが描けます。
■第4土曜
　10：00～12：00 10/26から
■6回（会員）15,114円

お花いっぱい繊細塗り絵
～パステル～
日本パステルヒーリングアートセラピー協会代表 
松永 千慧
様々な色を使っ
た塗り絵は、癒し
の効果はもちろ
ん、イライラ解消
や、指の筋トレに
もなります。
■第3日曜
　10：30～12：00 10/20から
■6回（会員）15,114円 （教材費）3,300円

旅のスケッチ
光風会会員 日展会友 
坂上 泰江

水彩で描く風景スケッチのコツを学びます。
四季の花や野菜などを描いたり、屋外ス
ケッチをすることもあります。
■第1・3・5水曜
　15：30～17：30 10/2から
■13回（会員）29,744円

初めてのスケッチ
画家・イラストレーター 
和田 晢示
絵の入門講座と
して基本の基本
をわかりやすく
指導します。

■第1・3・5木曜
　15：30～17：30 10/3から
■13回（会員）29,744円

水墨画を楽しむ
日本水墨院理事（審） 
幸田 雅苑

墨色の微妙な変化・美しさは、魅力あふれ
るものです。基礎となる調墨や筆法を丁
寧に指導します。
■第2・4金曜
　13：00～15：00 10/11から
■12回（会員）30,228円

ボタニカルア－ト
油彩画家 
飴本 崇久
植物の好きな仲
間が集い自分の
ペースで一筆一
筆心をこめ描い
て楽しんでいま
す。

■第1・3・5火曜 
　13：00～15：00 10/1から
■14回（会員）32,032円 （教材費）4,620円

植物画
～デッサン・水彩・油彩～
油彩画家 
飴本 崇久
植物の構造をよく
観察し、丁寧に描
いてみましょう。
デッサン・水彩・油
彩ご希望でお選び
ください。
■第1・3・5火曜 
　10：00～12：00 10/1から
■14回（会員）35,266円 （教材費）4,620円

木版画A・B
～手先を使った生涯の趣味として～
（般社）日本美術家連盟会員 日本版画会展会員
横山 隆雄
絵の描けない人も水
彩画から版画まででき
るように進めます。今
からでも遅くない「脳
の活性化のため」に始
めませんか。

■〔A〕第1・3・5土曜 
　15：30～17：30 10/5から
　12回（会員）27,456円
■〔B〕第1・3・5金曜 
　15：30～17：30 10/4から
　13回（会員）29,744円

はがき絵 入門
一陽会会員 
藤井 悟
身近にある静物や
花、旅先の風景、思
い出の景色などをは
がきに描いてみま
しょう。

■第2・4土曜
　13：00～15：00 10/12から
■12回（会員）27,456円
はがき絵教室
■第2・4土曜
　15：30～17：30 10/12から
■12回（会員）27,456円

絵手紙Ａ・Ｂ
日本絵手紙協会公認講師 
香川 道子
「ヘタでいい。」「ヘタがいい。」暮らしの中で四季を感じて、絵と言葉で手紙
を届けましょう。
■〔A〕第1木曜 13：00～15：00 10/3から 〔B〕第2火曜 10：00～12：00 10/8から
■各6回（会員）13,728円

暮しの書道Ａ・B
～それぞれの場面に合わせた
文字を書きましょう～
現代ペン字研究会理事 
好中 紅雪
「字は体を表す」と言
われることがありま
す。ちょっとした時に
書いた字が美しいと
相手に与える印象も
良いものです。ペン
と毛筆のどちらも受
講可能です。
■〔A〕第2・4金曜 
　15：30～17：10 10/11から
　〔B〕第2・4木曜
　15：30～17：10 10/10から
■各12回（会員）27,456円

書　道

女性のための麻雀教室
～入門・ならべかた編～
麻雀指導講師 
溜池 新吾

並べ方から覚えましょう。どんなかたも最
初は初心者。指と頭を使う麻雀は脳トレ
にも最適です！女性限定の安心教室で、楽
しみながら同じ趣味の仲間を作りません
か？
■第1・3・5水曜 
　15：30～17：30 10/2から
■13回（会員）32,747円

女性のための麻雀教室
～初級・かぞえ方編～
見て、触って、脳に刺激を！！アンチエイジン
グにぴったりな麻雀をゼロから始めてみ
ませんか？
■第1・3・5水曜
　13：00～15：00 10/2から
■13回（会員）32,747円

ゆっくり健康麻将
（マージャン）
日本健康麻将協会 認定レッスンプロ 
ＹＯＳＨＩＫＯ

マージャンを全く知らない方を対象に、一
から順を追って説明します。ひとつずつ理
解しながらゆっくりステップアップしま
しょう。
■毎週木曜 
　9：30～12：00 10/3から
■13回（会員）32,747円

書の古典
～臨書と鑑賞～
広島文教女子大学教授 
日比野 貞勝
古人の筆跡をたどり
ながら、その美と技の
からくりをひもといて
いく講座です。さらに
その境地や表現意図
など内面に迫ってヴィ
ヴィッドな臨書・鑑賞
を目指しています。
■第4土曜
　13：00～15：00 10/26から
■6回（会員）15,114円

やさしい書道
～美しい字を書きましょう～
広島日展会会員 朝陽書道会常任理事 
元木 香鶴
心静かに筆文
字を楽しみま
せんか？かな
書・実用書を
基礎から学べ
ます。個性を
生かしてオリ
ジナル作品の制作も可能です。
■第2・4水曜 10：00～12：00 10/9から
■12回（会員）27,456円

漢字
奎星会名誉会長 
貝原 司研
実用書から芸術書まで、広汎に
亘りますが、古典に立脚し基礎
を重視し、しっかりした土台作
りから教示します。その延長線
上で「書を楽しむ」世界へと導き
ます。
■第1・2・4金曜 
　10：00～12：00 
　10/4から
■9回（会員）20,592円

かなと実用の書
日展会友 笹波会常任総務 
河原 翠月

年賀状・手紙文などの実用書、俳句や和歌
を書く事の多いかな書。自分磨き・自己表
現の一つとして楽しんでいただける講座
です。
■第2・4水曜 
　13：00～15：00 10/9から
■12回（会員）27,456円

検定受験と日常の書
書道研究書の友運営委員 日本書芸院二科審査会員 
山田 翠竹
冠婚葬祭や職
場、学校など
毎日のくらし
の中で、手書
きをする場面
はたくさんあ
ります。趣味
として、心の癒しとして、自分を見つめる
ひとときを。美しい文字であなたの毎日
が変わりますよ。
■第1・3・5土曜
　10：00～12：00 10/5から
■12回（会員）27,456円

暮らしに活かそう！ 実用書道Ａ・B
～基礎から応用まで～
広島県書道教育振興会理事 
阿部 好梅
美しい文字は生涯を通じての財産です。美しい文字は暮らしと心も豊かに
することでしょう。毛筆、細字、ペン、賞状、漢字仮名まじり書、臨書まで。
ご一緒に学びましょう。
■第1・3・5月曜
　〔A〕10：00～12：00 10/7から 〔B〕13：00～15：0010/7から
■各13回（会員）31,317円

囲碁・マージャン

日本棋院普及指導員 
四方 治雄
５級以上有段者対象の囲碁クラスです。
さらに上達を目指す方におすすめです。

囲碁ⅠＡ
（５級以上有段者）
■毎週月曜 
　12：30～15：30 10/7から
■12回（会員）30,228円

囲碁ⅠＢ
（５級以上有段者）
■第1・3・5火曜 
　10：00～12：00 10/1から
■7回（会員）17,633円

囲碁Ⅱ
（９級以上１級まで）
９級以上１級までを対象としたクラスです。
■毎週月曜 
　15：30～17：30 10/7から
■12回（会員）30,228円

囲碁Ⅲ
（入門（３０級以上１０級まで））
初心者対象のクラスです。囲碁を知らな
い方でも、楽しく覚えて打てるようになり
ます。国境・年齢・性別を問わず楽しむこと
ができる囲碁を気軽に始めてみましょう。
■毎週金曜 
　15：30～17：30 10/4から
■13回（会員）32,747円

未生流
未生流家元正目代 家元正教授 
佐古 喜代甫
それぞれの個性に応じ
て指導いたします。技
術のみならず感性を活
かしてこれから未来へ
の流れに沿った花風で
お花を活けていきます。
■第1・3・5月曜
　13：00～15：00 10/7から
■13回（会員）29,744円

フラワーデザイン
日本フラワーデザイナー協会名誉本部講師 
中島 昌子
デザインの基礎を学
びながら、花材も生
花に限らずプリザー
ブドフラワー、アー
ティフィシャルフラ
ワーを使い色々な場所に飾れる作品を作ります。
もちろん！ブーケやコサージュも作ります。お仕事
帰り、お出かけ帰りに楽しく飾ってみませんか？
■第1・3・5水曜 
　18：30～20：30 10/2から
■7回（会員）17,633円 （花材費）15,400円

俳画
全日本積穂俳画協会講師 
徳永 桂穂
俳画は、四季折々の風物
を、大胆な省略と少ない
運筆で表現する日本独
自の絵画。積穂俳画の
手本で丁寧に指導しま
す。
■第2木曜
　13：00～15：00 10/10から
■6回（会員）17,160円

仏画を描く
広島仏画研究所講師 
河野 ひろみ
心温まる仏画の世界に
浸ってみませんか。時間
をかけて仏教美術に触
れていると、心が洗われ
るようです。
■第1・3・5土曜 
　15：30～17：30 10/5から
■12回（会員）30,228円

お仕事帰りの
筆ペン・ボールペン入門
現代ペン字研究会理事 
好中 紅雪
いざと言うときに、き
れいな字が書けなく
て困ったことはないで
すか。この講座では、
名前・宛名書き・一筆
書き・慶事の裏書か
ら、簡単に書ける行書
まで順にご指導します。それぞれの場面
に合わせたマナーも一緒に学べます。
■第2・4木曜
　18：30～20：30 10/10から
■12回（会員）27,456円

英語で学ぶイケバナ
芸術学博士 小原流いけばな教授会特別会員
鈴木 榮子
日本のいけばなを世
界中で紹介できるよ
うに、英語で学びま
す。英語で季節の話
をし、デモンストレー
ション後、花をいけ
ます。植物の特徴、見方、扱い方を学び、身
近な花をいかす技の習得を目指します。
■第２日曜
　13：00～15：00 10/13から
■6回（会員）20,592円 （花材費）6,600円

油彩画
～基礎から学ぶ油絵のセオリー～
洋画家 広島市立大学教授 
森永 昌司

基本的なデッサンから指導します。楽し
く続けていくために必要な知識や技能を
学び、的確な表現力を身につけましょう。
■第2日曜
　10：00～12：00 10/13から
■6回（会員）15,114円

～北田克己監修～
日本画デッサンＡ・B
日本美術院院友 
水野 淳子、浅埜 水貴
広島市立大学芸術学部非常勤助教
大庭 孝文 
人物を中心に日本画
を描く上で必要なデッ
サンを学びます。対象
を的確にとらえ、客観
的に見る力を養いま
す。

■〔A〕第2月曜 13：00～15：00 10/14から
■〔B〕第1土曜 13：00～15：00 10/5から
■各6回（会員）15,114円

水野先生作品

～北田克己監修～
日本画 基礎/中級/研究科
（夜コース）（昼コースＡ）
日本美術院同人 藁谷 実 日本美術院特待 前田 力
日本美術院院友 浅埜 水貴
日本画の技法材
料と絵画表現を
学びます。人物
デッサンも取り
入れ、新鮮な感
覚で制作できる
ことが目標で
す。

■毎週火曜 18：00～20：30 10/1から
　13回 （基礎コース）35,750円 
　 （中級コース）38,753円 
　 （研究科コース）41,756円
■毎週土曜 15：30～18：00 10/5から
　12回 （基礎コース）33,000円 
　 （中級コース）35,772円 
　 （研究科コース）38,544円

藁谷先生作品

～北田克己監修～
日本画 基礎/中級/研究科
（昼コースＢ）

日本美術院院友 
王 培
日本画の技法
材料と絵画表
現を学びます。
人物デッサン
も取り入れ、新
鮮な感覚で制
作できることが
目標です。
■第2・4火曜
　13：00～15：00 10/8から
■12回（基礎コース）28,908円 
　 （中級コース）31,680円 
　 （研究科コース）34,320円

～想い出のフォトで描く～
透明水彩画Ⅰ　・Ⅱ
グラフィックデザイナー 
井上 敦子
想い出の写真を元
に魅力的な透明水
彩画に仕上げま
す。屋外スケッチ
もあります。
■第1・3・5木曜
　〔Ⅰ〕10：00～12：00 
　〔Ⅱ〕15：20～17：2010/3から
■各13回（会員）32,747円

4 　 マークは満席または満席に近い講座です。※ほとんどの講座が途中からでも入れますが、❸❻12は、それぞれ3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月でカリキュラムが終了(一巡)する講座のため、受講出来ない場合がありますのでご了承ください。★マークは期の始め(4月、10月)のみ受付、☆は期の始め(4月、7月、10月、1月)のみ受付となります。※講座内容や教室の様子を1講座につき1回限り見学できます。(一部講座を除く)見学料金は無料です(30分以内)。受付にてお問い合わせください。



手　芸

工　芸

邦　楽

写真Ⅰ～撮影を通してレベルアップをめざす～
二科会会員 サンフレッチェ広島オフィシャルカメラマン 
秋田 陽康
写真の添削からアドバイスを一人一人に行います。2ヶ月に1～2回撮影会
を実施し撮影指導をします。
■第1・3・5土曜 13：00～15：00 10/12から ■12回（会員）26,400円

写真Ⅱ応用
■第1木曜 13：00～15：00 10/3から
■6回（会員）13,728円

楽しい写真教室
■第3月曜 18：30～20：30 10/21から
■6回（会員）13,728円

写真Ⅱ初級
■第2木曜 13：00～15：00 10/10から
■6回（会員）13,728円

写真Ⅱ入門
二科会写真部会員 
加藤 彰範

見慣れた花や風景、スナップ等もファイ
ンダーからのぞくと感動します。年に一
度の写真展に向けて励んでいます。
■第4木曜 13：00～15：00 10/24から
■6回（会員）13,728円

はじめてのビデオカメラ
撮影＆編集
元ＮＨＫチーフカメラマン 
奈宮 満
基礎から応用まで、
失敗しないビデオ
撮影、簡単な編集を
するための撮影の
仕方を指導します。
■第1・3月曜
　15：30～17：30 10/7から
■12回（会員）27,456円

レフカラレース
レフカラレース作家 
佐々木 香菜子
キプロス共和国
伝統手芸レフカ
ラレースはユネ
スコ無形文化遺
産に登録された
歴史ある手芸。
簡単なステッチ
から学びます。
■第4日曜
　13：00～15：00 11/24から
■5回（会員）15,455円

グルーデコⓇ＆
ビーズアクセサリー
スワロフスキー認定講師 
藤井 志津 渡辺 幹子
アクセサリー作家
冨海 幸恵 木谷 栄

■第2水曜
　10：00～12：00 10/9から
■6回（会員）15,114円

様々な作品を作って素敵
に仕上げていきます。流
行のアクセサリーを手軽
に身に付けてみませんか。

～佐古孝子監修～
創作ビーズ織り
サコタカコビーズ織り講師 
角一 真由美
アクセサリーからバッ
グまで様々なものを
作ります。自分だけの
こだわりの作品をつ
くってみませんか。
■第1木曜
　10：00～12：00 10/3から
■6回（会員）13,728円

初めてのストレッチ編み
ＮＫＭ手芸協会主幹 
松尾 桂子
日本で生まれた「ス
トレッチ編み」。2本
の鉤針を使った引
き抜きばかりの簡
単な技法です。
■第1・3・5月曜
　13：00～15：00 10/7から
■13回（会員）29,744円

リメイクの小物づくり
～編み・刺繍・転写を取り入れて～
ニッティング・フミ主宰 
土屋 文子
毛糸刺繍・転
写・染めをほど
こしたブロー
チなど、1・2回
で出来る作品
を紹介します。
編み物指導も。
■第2金曜
　10：00～12：00 10/11から
■6回（会員）16,500円

☆染めの花～私いろを楽しもう～
アトリエサンタベルデ主宰 
秦 碧
白い布をシリアス
染料で好きな色
に染めることから
始めます。色が命！
コサージュや枝も
のに仕上げます。
■第3木曜
　13：00～15：00 10/17から
■3回（会員）7,557円 （教材費）5,500円

野原チャック 
パッチワークキルトチャックス
野原チャックスクール広島支部長 
信谷 明美
配色から基礎的な技
術、高度なテクニック
へと習得していくの
で、初めての方も経
験のある方もどうぞ。
■第1・3・5水曜
　10：00～12：00 10/2から
■13回（会員）32,747円

中山久美子ジェラルツ監修 
南フランスの白いキルト「ブティ」
指導講師 
村上 典子
南仏の伝統的な技
法で、マリー・アントワ
ネットも身に纏った
“白い宝石”といわれ
る気品あるキルトを
お楽しみください。
■第4日曜 
　13：00～15：00 10/27から
■5回（会員）18,315円

戸塚刺繍Ａ・B
戸塚刺繍師範総代 
久保 瓔子
立体感のある
独特なステッ
チで、クッショ
ン・小物袋・タペストリーなど様々な作品を
作ってみませんか。
■〔A〕第2土曜 
　13：00～16：00 10/12から
■〔B〕第4土曜
　13：00～16：00 10/26から
■各6回（会員）20,592円

～手仕事を楽しむ～
こぎん刺し入門
こぎん刺し作家 
松浦 順子
津軽に伝わる刺し子技法
の一つこぎん刺し。レトロ
で新しい今までにないこ
ぎん刺しの魅力をまずは
小物から楽しみます。
■第3水曜 
　10：00～12：00 10/16から
■6回（会員）20,592円

ステンドグラス
～夢誘うあかり～
すてんどぐらす美さ主宰 高森 一翠
アシスタント迫田 富貴恵
貴女の癒しは
何ですか。ス
テンドグラス
の万華鏡のよ
うな灯に囲ま
れると、きっと
心安らぐ一時
を過ごしていただけると思います。夢誘う
灯にどうぞ。
■第2・4木曜
　12：45～14：45 10/10から
■12回（会員）30,228円

手縫いで作る
レザークラフト
レザークラフト手縫い作家 
北川 啓三
手縫いの基礎か
ら応用まで。型
紙 作りから裁
断、縫製まで全
て手作業で仕上
げます。スマホ
ケースや眼鏡
ケースなど、身の回りの革小物から大型
バック等、通常の手縫いでは難しい複雑
な革製品までご自分で作れるようにお教
えします。
■第3土曜
　13：00～15：00 10/19から
■6回（会員）15,114円 （教材費）917円

和彫
和彫講師 
杉原 義孝
孫の代まで
残る作品を
つくってみま
せんか。自分
だけのオリジ
ナルデザインを彫り、塗っていく過程を
楽しみましょう。
■第1・3・5火曜
　12：30～15：00 10/1から
■14回（会員）35,266円

やさしい仏像彫刻
京都仏師 
渡部 照範
仏像彫刻は禅道に通
ずるもので、彫る事ば
かりでなく世の流れに
惑わされず己を再度
見つめ直す機会にも
なると思います。僧侶
が指導しています。
■第1・3・5土曜 
　18：00～20：30 10/5から
■12回（会員）30,228円

★バードカービング入門
日本バードカービング協会会員 
平岡 敏伸
バードカー
ビング　一
言でいえば
一つの木片
から鳥を彫
り出して彩
色する。それがバードカービング（野鳥彫
刻）です。ただ必要なのは、あなたの根気
と努力です。
■第2・4土曜
　10：00～12：00 10/12から
■12回（会員）30,228円

紅型染Ａ・B 
～沖縄伝統の鮮やかな色彩～
瑞染会主宰 
上園 瑞代
琉球紅型は、文様や
色彩がとても美しい
染物です。基礎をマ
スターする事で、自
分の好きな作品が
作れ、工程を楽しみ
ながら充実感を味わえます。
■〔A〕第2・4水曜
　10：00～12：00 10/9から
■〔B〕第2・4火曜
　15：30～17：30 10/8から
■各12回（会員）37,092円

フランス刺繍と
ヴィクトリアンな小物
（財）日本手芸作家連合会教授 
上田 佳子
ポーチやバッグ等、
小物や絵画刺繍を楽
しみます。
■第2・4火曜 
   13：00～15：00 
　10/8から
■12回
　（会員）27,456円

ハーダンガー刺繍
（財）日本手芸作家連合会講師 
杉田 真由美
北欧ノルウェーの
伝統的な刺繍は、
幾何学的なデザ
インで、簡素で素
朴ですが清らかで
気品があります。
■第2・4水曜
　13：00～15：00 10/9から
■12回（会員）27,456円

日本刺繍
（財）日本手芸作家連合会助教授 
今岡 桂子
繊細な風合い
と美しい色や
光沢を作品に
作り上げてみ
ませんか？

■第1・3・5木曜
　10：00～12：00 10/3から
■12回（会員）27,456円

たのしい折り紙
日本折紙協会認定講師 
駒井 紀生子
折り紙や和紙
で、小物や季節
を彩るもの、楽
しい仕掛けの
あるものを作っ
てみませんか。
■第1火曜
　10：00～12：00 10/1から
■6回（会員）13,728円

七宝アート
ぐるーぷみのり特別講師 広島県工芸美術作家協会会員 
中村 元子
三千年の歴
史を持つ銅
とガラスの
焼物七宝。世
界に二つと
ない貴方だけの宝物をお友達や仲間と
和気あいあいと楽しく創作しています。
あなたもぜひご参加いかがですか？
■第2・4火曜
　10：00～12：00 10/8から
■12回（会員）30,228円

レザークラフト 
～カービング・手縫い 他～
レザークラフト研究家 
高山 美悠紀
牛ヌメを使い刻
印で模様を打
ち、染色して小
物を作ります。
また、色皮でポ
シェット・トートバッグなど手縫いで仕上
げます。基礎から楽しく学べるカリキュラ
ムです。
■第4水曜
　10：00～12：00 10/23から
■6回（会員）15,114円

趣味のやきもの 
陶芸教室
陶芸家・かなめ窯  
西田 ルミ
個性豊かな
作品づくりと
造 形 、絵 付
け、釉がけま
で行い、日々
使う器を自分の手で作ります。土に触れる
面白さや感触を味わいながら自由な発想
と感性を生かして、楽しい時間を過しましょ
う。ぜひ、お気軽にのぞいて見てください。
■第2・4土曜
　15：30～17：30 10/12から
■12回（会員）30,228円

金継ぎと漆芸 
講師養成Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
金継ぎと漆芸の中で最も重要な「陶磁器
の金繕い」技法と「蒔絵」技法を学びます。
本格的な本漆も使いますが、かぶれにくい
ので安心です。月１回、１８ヶ月以上の受講
で講師検定試験を受験でき、合格すると
「漆芸伝承の会」の講師資格を得られます。
■〔Ⅰ〕第2金曜
　15：10～17：40 10/11から
■〔Ⅱ〕第2金曜
　17：50～20：20 10/11から
■〔Ⅲ〕第4木曜
　10：00～12：30 10/24から
■各6回（会員）21,978円

～こわれた器が蘇る～
金継ぎⅠ・Ⅱ
こわれてしまった大事な器、眠りかけた器
が美しく蘇り、再利用できるようになりま
す。「金繕い」や「金直し」ともいい、割れた
部分を継ぎ、欠けた部分を成形し、その部
分に金や銀の化粧を施す技法です。初心
者にもやさしい技法を紹介します。
■〔Ⅰ〕第2金曜 
　15：10～17：40 10/11から
■〔Ⅱ〕第2金曜
　17：50～20：20 10/11から
■各6回（会員）19,932円

金継ぎと蒔絵
漆芸伝承の会主宰 漆芸作家 
栗原 蘇秀
【金継ぎ】破損
した大事な陶
器や漆器を金
継ぎの技法で
美しく蘇らせ
ます。割れた部分を継ぎ、欠けた部分を
成形し、その部分に金や銀の化粧を施す
技法です。割れ以外の欠け、ひびの入っ
た器も直せます。【蒔絵】漆で絵柄や文字
を描き、その上に金や銀の粉を蒔くこと
で美しい模様を描き出します。蒔絵の技
法を使ってアクセサリーや貝合わせ・花
器・食器などを作りましょう。（受講開始の
際にどちらかお選びください）
■第4木曜
　10：00～12：30 10/24から
■6回（会員）19,932円

小唄とつま弾き三味線
本木流小唄師範 
本木 寿以香
静かなつま弾きの音色
にのせて唄います。歌だ
けの受講も可。初心者
大歓迎！
■第1・3・5金曜
　13：30～15：00 10/4から
■6回（会員）13,728円

はじめての長唄三味線
一般財団法人杵勝会師範 
杵屋 勝巴介
江戸時代に歌舞伎の伴
奏音楽として生まれた
三味線音楽の一つ。わ
かりやすく弾けるよう
に指導します。
■第2・4土曜
　13：30～15：00 10/12から
■6回（会員）13,728円

歌謡舞踊
藤間流師範 
藤間 勘清鳳
扇の基本練習から始め
ます。日舞の基礎も身に
つき、早く上達します。
■第1・3・5火曜
　10：00～12：00 10/1から
■14回（会員）32,032円

★沖縄三線（経験者）
■第2・4土曜
　17：00～18：30 10/12から
■12回（会員）27,456円

★沖縄三線入門
広島沖縄県人会顧問 
中村 盛博
素朴で美しい音色は、や
さしく心に響きます。基
本から丁寧に指導しま
す。
■第2・4土曜 
　15：30～17：00 10/12から
■12回（会員）27,456円

箏曲（生田流）
～こどもから大人まで～
生田流筝曲大師範 広島邦楽連盟会長 
福盛 智子
初めての方も基礎から
丁寧に指導。基礎を大
切に美しい音色が出る
弾き方をお教えします。

■第1土曜 
　15：00～17：45 10/5から
■6回（会員）17,160円

観世流（謡曲・仕舞）
観世流師範 
新見 好枝
６００年続く古典芸能を
初心者にも解り易く丁寧
に指導します。
■毎週土曜
　15：30～17：30 10/5から
■9回（会員）20,592円

しの笛 13時・18時
NHK文化センター講師 
舩尾 真理子
美しく繊細な音色が心
に染みわたるしの笛。
練習をすれば誰でも吹
けます。入門クラス。

■第1・3水曜 13：00～14：30、
　18：00～19：30 10/2から
■各6回（会員）15,840円

私の手編み
～初心者から経験者まで～
手あみ師範・魔法の1本針講師 
猪 清美
はじめての方にも丁寧にレッス
ンでします。楽しく和やかな教
室です。はじめてみませんか。
■第1・3・5日曜
　10：00～12：00 10/6から
■13回（会員）32,747円

はじめてのかぎ針
～かわいい雑貨小物を作ろう～
編み物作家 
齋藤 史

温かみを感じる編み物。はじめての方で
も編みやすいかぎ針です。
■第3水曜
　10：00～12：00 10/16から
■6回（会員）15,114円

今さら聞けない手縫いの基本
ハンドメイド作家 
廣本 千昭
基本となる縫い方（本
返し・半返し縫い）・ボ
タン付け・ファスナー
付けの簡単な方法を
ご紹介します。
■第3木曜
　10：30～12：00 10/17から
■6回（会員）15,114円

楽しく学ぶ和裁教室
アトリエＲｉｎ 
スタッフ
縫いたい物は自由
です。着物のリメ
イクなどのアドバ
イスもいたします。
■第4土曜
　9：30～12：30 10/26から
■6回（会員）20,592円

はじめての創作つまみ細工
つまみ細工作家 
髙取 美恵
普段使いのアクセサ
リーやインテリアなど、
季節感いっぱいのプチ
作品を作ります。
■第3土曜
　10：00～12：00 10/19から
■6回（会員）15,114円

キャシーズファミリー・
ハワイアンキルト
スタジオKグループオフィシャルインストラクター 
渡邉 智恵子
キャシー中島考
案のオリジナルカ
リキュラムに沿っ
て、色彩豊かなキ
ルトを作ります。
■第3土曜 
　13：00～15：00 10/19から
■6回（会員）21,978円

李京玉監修 
はじめてのポジャギA・B
ポジャギ工房ｋｏｅ講師 
坂本 順子
韓国の麻や絹を使った
美しい色合いのパッチ
ワークです。まずは小物
作りから始めましょう。
■第4木曜 
　〔A〕13：15～15：15 〔B〕15：30～17：30 10/24から
■各6回（会員）18,546円

折り紙建築
切り絵・折り紙建築作家 
小川 敏明

1枚の紙から切り出して山折り谷折りと
組み立て、立体的な作品に仕上げます。
■第4水曜
　13：00～15：00 10/23から
■6回（会員）15,114円

真多呂（木目込）人形
真多呂人形学院雅会理事 
大野木 真恒華
桃の節句にはお
雛様・端午の節
句には凛々しい
五月人形を・・・豊
かな表情と数限
りない色彩の人
形を作ります。
■第1・3・5木曜
　12：30～15：00 10/3から
■13回（会員）29,744円
　（教授コース）32,747円

アンズハウスのおし花
～草花で楽しい絵を描きます～
おし花作家 
前田 多寿子
野山の草花や
植物を使って絵
を描きます。お
し花ならではの
楽しい世界が
作れます。
■第2・4火曜
　10：30～12：30 10/8から
■12回（会員）33,000円

銭太鼓に挑戦
全国民謡銭太鼓保存会 檀浦流家元 
檀浦 奉子
中国地方で守り受け継
がれる銭太鼓。楽しみ
ながら学習しましょう。
■第2・4水曜 
　10：00～12：00 10/9から
■12回（会員）27,456円

大正琴 初・中・上級
琴城流大正琴師範 
鈴木 琴鯉、馬場 隆
哀愁をおびたなつかしい響きは、簡単に
弾けるようになります。

■第1・3・5土曜 
　12：45～14：45 10/5から
■12回（会員）27,456円

初歩のデジタル一眼レフ
プロカメラマン 
大藤 哲己
デジタルカメラの使
い方、写し方のヒン
ト、被写体の選び方
など、様々なテクニッ
クをお教えします。
■第1・3・5金曜 
　15：30～17：30 10/4から
■13回（会員）29,744円

手編み
ニッティング・フミ主宰 
土屋 文子
色を素材を、そして
模様を作り上げる手
作りの妙味。転写、フ
リーモーションで柄
を作り、オンリーワン
の作品に。
■第1・3・5金曜
　10：00～12：00 10/4から
■6回（会員）16,500円

おしゃれなニット
ニッティング・フミ主宰 
土屋 文子
基礎から学べます。
編む所を少なく、布を
プラスしたりして、オ
ンリーワンの作品作
りをします。
■第2・4土曜
　13：00～15：00 10/12から
■11回（会員）30,250円 花柳君芳香監修 

日本舞踊～花柳流～
花柳流専門部講師  花柳 辰比呂
アシスタント 花柳 真由比呂
着物を着た時の立ち
居振舞いや感情表現
が身につきます。浴
衣でお気軽に参加く
ださい。

■第3金曜 
　15：30～17：30
　10/18から
■6回（会員）15,114円

文化琴を楽しむ
～ミニ琴を楽しむ～
エム・ミュージック・グランビア 
三好 ゆかり
日本の美しい曲
からポップスま
で奏でてみませ
んか。本琴を小
さくし、持ち運
びも便利です。
■第1・3・5火曜 
　13：00～14：30 10/1から
■14回（会員）32,032円

トルコの可愛いレース手芸
イーネオヤ作家 
佐々木 香菜子
トルコのレース「イー
ネオヤ」。モチーフは
トルコ各地の大地が
育んだ花や草木が
元になっています。
■第4日曜
　13：00～15：30
　11/24から
■5回（会員）21,175円

受講生の作品

モラと布のステンドグラス
近藤好子手芸協会主宰 
近藤 好子
独特なデザインと色
の組み合わせが人
気。布を重ねて上の
図案を切って下の色
を出していく手法です。
■第4月曜 
　13：30～16：00 10/28から
■6回（会員）21,978円

バッグやポーチ、通帳入れなどの布小物
を作ります。手作りの楽しみを味わってく
ださい。

かわいい手縫い小物を作ろう

■第2土曜
　10：30～12：00 10/12から
■6回（会員）15,114円

ちりめん教室
専任講師
季節の花や節句も
の、干支飾りなどを
たくさん作って輪下
げにするのも楽しい
です。古布の力をたのしみましょう。
■第４木曜
　13:00～16:30 10/24から
■6回（会員）25,410円

羊毛フェルトで
愛犬・愛猫を作ろう

中山みどりフェルトアート認定講師 
ひらい ひろみ
ふんわり優しい素
材の羊毛を専用針
（ニードル）で心を込
めて刺し、世界で一
つのうちの子を
作ってみませんか？
■第4火曜
　15：30～17：30 10/22から
■6回（会員）26,136円

飯野美智子
ボビンレース工房 
古典レースを楽しむ

古典レース研究家 レースアカデミーあんしえんぬ主宰 
飯野 美智子
アシスタント 
羽原 登美子 岩井 悦子 関谷 玉恵
王侯貴族にだ
け 許された
「デュセスレー
ス（ 公 妃 の
レース）」をあ
なたの指でよ
みがえらせてみませんか？ベルギーの旧王立
レース学院で5年間学んだ講師に学びます。
■第2土曜
　12：30～15：00 10/12から
■6回（会員）39,138円

5　 マークは満席または満席に近い講座です。※ほとんどの講座が途中からでも入れますが、❸❻12は、それぞれ3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月でカリキュラムが終了(一巡)する講座のため、受講出来ない場合がありますのでご了承ください。★マークは期の始め(4月、10月)のみ受付、☆は期の始め(4月、7月、10月、1月)のみ受付となります。※講座内容や教室の様子を1講座につき1回限り見学できます。(一部講座を除く)見学料金は無料です(30分以内)。受付にてお問い合わせください。



クラシックギター
ギタリスト 
山田 一彦
クラシックギターをゆっ
くり楽しく確実に指導し
ます。入門～上級まで可
能です。
■第1・3・5金曜 
　13：00～15：00 10/4から
■12回（会員）30,228円

大人のための
ピアノレッスン♪
憧れのクラシック
ピアノ名曲を弾こう
ピアニスト・エリザベト音楽大学非常勤講師 
大坪 加奈
どこかで耳にした曲、憧
れのクラシックの名曲を
弾いてみませんか？ご希
望の曲をレッスンいたし
ます。
■第3木曜
　17：30～19：00 10/17から
■6回（会員）18,546円

楽しく歌おう！
カラオケ
キングレコード歌手３０年 
新宅 未奈子
リズム、音程、発音、発声
の基本を大切に、楽しく
新しい歌を学びましょう！

■第2・4火曜 
　18：30～20：00 10/8から
■12回（会員）30,228円

楽しいカラオケ
幸歌謡サークル主宰 
平井 幸江
歌は楽しく、繊細な思考
で書かれている歌詞を
理解し、物真似はせず自
分の個性で、色々なジャ
ンルに挑戦します。
■第1・3・5木曜 
　10：00～12：00 10/3から
■13回（会員）32,747円

はじめての
ベルカント声楽レッスン
～オペラ・ミュージカル曲を歌う～
声楽家 
平福 知夏
ベルカント唱法とは、イ
タリアで生まれた発声法
で「美しい歌い方」という
意味です。自然な呼吸法
の中から、それぞれが持
つ声の美しい響きをみ
つけて、オペラからミュージカルまでの名
曲を楽しく歌っていきましょう。
■第1・3・5水曜 
　18：30～20：00 10/2から
■13回（会員）32,747円

みんなで歌おう！
～童謡唱歌からオペラまで！～
懐かしい童謡唱歌や外国の歌、素敵な曲
は沢山あります。歌にだけ出来る、音楽と
一緒に言葉を話すこと。みなさんで歌っ
て話して、楽しい時間を過ごしましょう。
発声の基礎から丁寧に始めますので初心
者の方も安心です。
■第1・3・5月曜 
　13：00～15：00 10/7から
■13回（会員）32,747円

～歌が苦手な方限定～
音を合わせる
ヴォイストレーニング
オペラ歌手（藤原歌劇団正団員） 
乗松 恵美
「声」は誰にでもある「身
体の中の楽器」。自分の
身体なのに、どうして歌
うことは難しいと感じる
のでしょう。『木陰よ』等
の曲を使って歌の基本
的な「身体の使い方」を
知り、正確な音を自分のものにして楽しく
声を出せるようになりましょう！
■第1月曜 
　10：00～12：00 10/7から
■6回（会員）17,160円

童謡唱歌愛唱歌 
友の会A・B
歌は心も身体も元気にしてくれます。懐
かしい童謡唱歌に加え、昔よく口ずさん
だ愛唱歌も交えて、歌うことの楽しさ、声
を出すことの気持ちよさを実感していた
だく講座です。
■〔A〕第4木曜 
　10：00～12：00 10/24から
■〔B〕第1金曜 
　13：00～15：00 10/4から
■各6回（会員）15,114円

楽しく歌う発声法
～クラシックな発声で気持ちよく歌おう～
歌うことが大好き。でもなんだかうまく
歌えない。もっと気持ちよく歌いたい。そ
んなあなたは声の出し方、体の使い方を
学ぶと、もっとラクに楽しく歌うことが出
来ますよ。クラシカルな曲を教材に、発
声法を基礎から勉強します。
■第3金曜 
　14：45～16：15 10/18から
■6回（会員）15,114円

女声コーラスを楽しむ
声楽家 
柴 久美子
歌うことは心
と体を元気に
してくれます。
発声の訓練も
織り交ぜて気
持ち良く声を出し、みんなで声を合わせ
る、そんなコーラスを目指しています。
■毎週月曜 
　15：00～16：45 10/7から
■12回（会員）30,228円

ヴァイオリン・
ヴィオラを楽しむ 
～入門から経験者まで～
ガルボ・ヴィオラ奏者 日本音楽家ユニオン会員 
沖西 慶子

ポピュラー・クラシック・童謡などを弾き、
楽しみましょう。習いたかったけど勇気が
なかった方、習ったけれど途中で諦めて
しまった方、大歓迎です。初心者の方も基
礎からお教えします。
■第1・3・5土曜 
　13：00～14：30 10/5から
■12回（会員）33,000円

中高年から始める
らくらくピアノⓇ
（社）全日本らくらくピアノ協会広島支部１級認定講師 
首藤 真理子
らくらくピアノは、その日
から両手で弾けることが
大きな魅力です。音符が
読めなくても安心の指
番号とカナ付きのテキス
トには、なつかしと青春
の曲がそろっています！音楽と共に、素敵
な毎日を過ごしませんか？
■第2・4水曜
　15：30～17：00 10/9から
■12回（会員）30,228円

週末フラガールになろう！
ウクレレの音色にのりハワイアン音楽に
身をまかせて踊ればあなたもフラガール
♪一緒にフラを楽しみましょう。
■第1・3土曜 
　10：30～11：30 10/5から
■6回（会員）15,114円

中四国ハワイアン協会講師 
土井 明美

楽しく踊るフラダンス
入門・中級・上級
インストラクターコース

“笑顔で美しく”をモッ
トーに心癒されるハワ
イアンの音楽にのって
踊ります。ご年配の方
からお若い方までどな
たでも楽しんで踊って
いただけます。
フラダンス 入門
■第2・4土曜 11：30～12：30 
　10/12から
■6回（会員）13,728円
中級
■第1・3土曜 9：30～10：30 
　10/5から
■6回（会員）13,728円
上級
■第2・4土曜 9：30～10：30 
　10/12から
■6回（会員）13,728円
楽しく踊るフラダンス 入門
■第1・3・5水曜 13：30～15：00 
　10/2から
■13回（会員）29,744円
楽しく踊るフラダンス 中級
■第1・3・5水曜 15：00～16：30 
　10/2から
■13回（会員）29,744円
インストラクターコース
■第2・4土曜 10：30～11：30 
　10/12から
■6回（会員）15,114円

楽しく吹こう！ハーモニカ
全日本ハーモニカ連盟理事 
佐々木 著
かつて「ポケットに入る
オーケストラ」とも呼ば
れていた、手軽で小さ
な楽器、ハーモニカの
音色が持つ多様で奥深
い魅力を探り楽しみま
す。随時見学を受け付けていますので、
お気軽にご見学下さい。
■第1・3・5土曜 
　18：00～20：00 10/5から
■12回（会員）30,228円

大人のためのキーボード
琴城流大正琴師範 鈴木 琴鯉 馬場 隆
楽器を弾いた経験のない
方でも、数字譜を使って
簡単に楽しめるようにな
ります。キーボードの多彩
な音色で小さなオーケス
トラの響きを味わえます！
■第2土曜 
　13：00～15：00 10/12から
■6回（会員）15,114円

やすらぎのマンドリン
広島ヴィタリチオマンドリーノ指揮者 
井関 智
懐かしい映画音楽や日
本叙情歌をギターの伴
奏で演奏してみません
か。初心者大歓迎！
■第1・3・5土曜 
　16：00～17：30 10/5から
■12回（会員）30,228円

健　康

秋津智承の
チェロクリニック
～チェロアンサンブルを極めようPartⅠ～
チェリスト・僧侶 
秋津 智承
合奏の際よく問題にな
る話があります。自分の
位置が分からない。どう
参加したらよいのか分
からない、等々。まずは
和音の「はもり」につい
てのノウハウから学んでみましょう。講座
の最後には涙モノの感動のサウンドが響
きわたるかも！？
■第1土曜 
　18：30～20：30 10/5から
■6回（会員）21,978円

フルート入門・経験者
～おとなのための
フルート・サロン～
フルーティスト 
大部 美和子
身体の使い方を
覚えながら、フ
ルートを吹いて
いきます。吹いて
みたい曲の個人指導を行いますので、初
心者も経験者も大歓迎！グループならで
はのアンサンブルも、楽しく学んで頂けま
す。心も身体もいきいきと～
■第2・4土曜 
　15：00～17：00 10/5から
■12回（会員）33,000円

やさしいバレエストレッチ

■毎週金曜 
　12：45～14：15 10/4から
■13回（会員）29,744円

ＦＲＥＥ ＨＥＡＲＴＳ主宰 
島村 陽子
無理のないストレッチか
ら始め、バレエの基本テ
クニックを指導しながら、
身体の意識を高めます。

ゆる体操初級
～心と体のリラックス～
日本ゆる協会公認ゆる体操正指導員初級 
隠居 俊行
独自に開発された体操
です。健康回復に効果が
あり体が快適になりま
す。

■第2・4水曜 
　13：30～15：00 10/9から
■6回（会員）15,114円

おしゃれ美体操
～からだほぐし～
日本レクリエーション協会インストラクター 
おしゃれ美体操主宰 
目黒 邦子
心地よい音楽を聴き
ながら、健康で美しい
ボディーラインをつく
るための手軽なスト
レッチ体操をします。
■毎週火曜 
　15：15～16：45 10/1から
■13回（会員）29,744円

はじめてのオカリナ
オカリナ奏者 
中原 千里
初めてオカリナを始め
てみようという方が対
象のクラスです。半年
で、ラ～ファ、１３度幹音
全ての運指を修得。半
年後の経験者クラス編入を目指して練習
します。
■第1・3・5月曜 
　10：00～11：30 10/7から
■6回（会員）15,114円

オカリナを楽しむ 経験者
オカリナ経験者の為のクラスです。リズム
や音程の基礎練習からレパートリー作り。
グループでアンサンブル（合奏）も楽しみ
ます。
■第2・4金曜 
　13：00～14：30 10/11から
■12回（会員）30,228円

やすらぎのミニハープ 
経験者
ハーピスト 宮内 くにえ
講師 久富 いつこ
ハープそれは美しいスタ
イルとやさしい音色で誰
をも魅了する楽器！そんな
憧れのハープを始めてみ
ませんか？膝にのせて演
奏するミニハープなので
手軽に楽しめます。楽器
の貸し出しもありますよ。
■第2・4月曜 
　13：00～14：15 10/14から
■12回（会員）30,228円

二胡を奏でてみよう
入門
二胡奏者 
中原 美由紀
中国の伝統的な楽器・二
胡は、たった２本の弦で
人々の心を癒す音色を
奏でます。楽器は貸出で
きます（有料）
■第2・4金曜
　10：00～11：15 10/11から
■6回（会員）19,932円

二胡の音を奏でる
初級
■第2・4金曜 
　11：30～12：45 10/11から
■6回（会員）19,932円

～桜本智美監修～
社交ダンス
桜本ソシアルダンスアカデミー 
大石 浩子

音楽に合わせて楽しみながら美しい姿勢
と若さ、健康をいつまでも保ちましょう。
入門
■毎週木曜 15：20～16：50 
　10/3から
■13回（会員）26,884円
初級
■毎週月曜 13：00～14：30 
　10/7から
■12回（会員）27,456円
中級１
■毎週木曜 12：10～13：40 
　10/3から
■13回（会員）29,744円
中級2
■毎週木曜 13：45～15：15 
　10/3から
■13回（会員）29,744円
中級3
■毎週金曜 18：00～19：20 
　10/4から
■13回（会員）29,744円

60代からのゆっくり
体力アップ講座
～ストレッチ・有酸素運動・
筋力トレーニング～
ＪＨＣＡ公認フィジカルコンディショナー 
久代 邦子
足腰を丈夫にし
ながら元気に
生活したい、肩
こりや腰痛を忘
れ、しなやかに
過ごしたい方向きです。
■第2・4火曜 
　10：30～12：00 10/8から
■6回（会員）16,500円

お腹痩せくびれダイエット
～美姿勢になればお腹は細くなる～
スレンダー美人養成トレーナー  
前迫 大昌
お腹を引き締めてジー
パンをキレイに履きた
い！お腹をスッキリさせ
たい！こんな方ぜひご参
加下さい。
■第2・4日曜 
　10：00～11：00 10/13から
■6回（会員）13,728円

誰でもできる身体ゆるゆる体操
～筋膜リリース健康法～
一般社団法人日本筋膜リリース協会公認アンバサダー 
問可 善江
専用ボールを使用しコリ
や疲れを改善。自律神経
を整え、健康な心身の維
持・向上を目指します。

■第2・4水曜 
　15：30～16：40 10/9から
■6回（会員）15,114円 （教材費）1,834円

からだを整える
ＹＯＧＡレッスン
～Ａｌｌ Ｅｎｇｌｉｓｈクラス～
ヨガインストラクター 
プリヤンカ スウィング
インドヨガの呼吸法から
ポーズまで基礎から簡単
な英語で学びます。初心
者大歓迎。
■第4土曜 
　13：00～14：00 10/26から
■6回（会員）13,728円

フォ－クダンスを楽しく
日本フォークダンス連盟上級指導者2級 
野崎 隆子
健康のためにどなたで
もやさしく踊れます。リ
ズムに合わせて歩くこ
とから始めませんか。

■第1・3・5水曜 
　10：30～12：00 10/2から
■13回（会員）29,744円

スポーツ吹矢健康法（水）
（社）日本スポーツウエルネス吹矢協会公認指導員 
寺本 忠貴

吹矢式の腹式呼吸法で、血液循環も良く
なり、冷え性やストレス解消にも効果的。
■第2・4水曜 
　10：00～12：00 10/9から
■12回（会員）27,456円

スポーツ吹矢健康法（日）
■第1・3・5日曜 
　13：30～15：00 10/6から
■13回（会員・一般）32,747円

洋　楽

シャンソンと
ポピュラーソング
日本シャンソン協会正会員 
藤井 文子
シャンソンは３分間のド
ラマとも言われます。楽
しさ、悲しさ、苦しさを
歌い、音楽の美しさ、ひ
いては人生の美しさを
皆様と味わわせて頂き
たいと思います。同時にポピュラーソン
グも交えてレッスン致します。学びの成
果をご披露するコンサートも開きます。
■第2・4月曜 
　13：00～15：00 10/14から
■6回（会員）18,546円

笑顔で歌う
シャンソンとカンツォーネ
日本シャンソン協会正会員 
渡邉 千歌
初心者から経験者まで、
その方に合わせた指導
をします。グループレッ
スン後、単独の歌唱指
導をします。発表会など
を行わず、みなさんで楽
しく歌うことが目的のクラスです。
■第4金曜
　15：30～17：30 10/25から
■6回（会員）18,546円

作曲にトライ！
～ゼロからのスタート～
作曲家 エリザベト音楽大学名誉教授 
伴谷 晃二
作曲をしてみたいけ
ど、何から始めて良い
か分からない方のため
の基礎講座です。作曲
をする上で必要なコー
ド進行等をやさしく指
導します。作る楽しみを味わってみませ
んか？（楽譜が読める方対象）
■第2土曜
　10：00～12：00 11/9から
■6回（会員）20,592円

佐藤いよりの 
Jazz ＆ Pops
 ～名曲を歌いましょう～ 
入門１（火曜）入門2（日曜）
Jazz Vocalist & Pianist 
佐藤 いより
ミュージカルや洋画でお
なじみの名曲を、やさし
くアレンジしてピアノの
伴奏で歌います。マイク
も使用してレッスンしま
す。発声や英語の発音
は、何度も繰り返して覚えていきます。
JAZZ Vocalの基本を楽しく学べるクラ
スです。最後のレッスンはライブのような
発表会になります。
■〔入門１〕第4火曜 
　13：00～14：40 10/22から
■〔入門2〕第4日曜 
　10：50～12：30 10/27から
■各6回（会員）15,114円

佐藤いよりの 
Jazz ＆ Pops
～名曲を歌いましょう～ 中級
ミュージカルや洋画でおなじみの名曲を、
ジャズの雰囲気にアレンジしてピアノの
伴奏で歌います。マイクも使用してレッス
ンします。発声や英語の発音は、何度も
繰り返して覚えていきます。JAZZ 
Vocalの応用を楽しく学べるクラスで
す。最後のレッスンはライブのような発
表会になります。練習します。
■第2・4水曜 
　18：30～20：30 10/9から
■12回（会員）31,680円

佐藤いよりの 
Jazz ＆ Pops
～名曲を歌いましょう～ 上級
中級より進んだ内容になります。毎回自
由曲の発表あり。Liveのような雰囲気の
中で表現することを学べるクラスです。そ
の他、課題曲とすこし高度な理論も少し
ずつ学んでいただきます。課題曲♪Ｔｏｎｉ
ｇｈｔ（映画 ウエストサイド物語より）スイン
グのリズムで練習します。
■第4日曜 
　13：30～15：30 10/27から
■6回（会員）16,500円

フラダンス初級
中四国ハワイアン協会講師 
辰崎 悦子
一人で踊れるフラダン
スは美容と健康にぴっ
たり。優雅なハワイアン
の曲で無理なく踊りま
しょう。
■第1・3土曜 
　11：30～12：30 10/5から
■6回（会員）13,728円

日曜ヨーガ
ヨーガセラピスト インド政府認定ヨーガ教師 
宇治木 敏子他
無理のないヨーガの動
きや呼吸法で自律神経
を整え、健康増進、病気
の予防も。個々に指導
します。
■第2日曜
　14：30～16：00 10/13から
■6回（会員）15,114円

５０代からのヨーガセラピー
健康な生活を送れるよう無理のない運動
を行い身体の調子を整えましょう。
■第1・3・5水曜 
　10：30～12：00 10/2から
■12回（会員）28,908円

■9/29（日）・10/13（日） 14：30～16：00
■（会員・一般）9/29 2,473円 10/13 2,519円

体験

中高年の簡単キーボード
 Ⅰ　 ・Ⅱ・Ⅲ
カシオ ミュージックサークル専任講師 
三澤 摩佐子

ドレミがわからなくても、鍵盤楽器に触れ
るのが初めてでも、簡単に弾けるカシオ
トーンで丁寧に指導します。好きな曲が弾
ける楽しみを味わいましょう。
■〔Ⅰ〕第2・4金曜 
　12：30～14：00 10/11から
■〔Ⅱ〕第2・4金曜 
　14：10～15：40 10/11から
■〔Ⅲ〕第2・4月曜 
　15：30～17：00 10/14から
■各12回（会員）30,228円

初めてのキーボード
（日曜朝）・（日昼）
～体の状態に合わせて指導します～
鍵盤楽器に触れるのが初めてでも、カシ
オトーンなら簡単に弾けます。足が不自由
でも、手だけで弾けますので、体の状態に
合わせてていねいに指導します。好きな
曲が弾ける楽しみを味わいましょう。
■〔日曜朝〕第1・3日曜 
　10：30～12：00 10/6から
■〔日昼〕第1・3日曜 
　13：30～15：00 10/6から
■各6回（会員）15,114円

発声とその応用
発声には「コツ」があります。それぞれの声
の個性に応じた姿勢、呼吸、口の開け方
等、歌を歌うためのテクニックを楽しく学
んでいきましょう。あなたの声量・音域が
ぐんと広がります。
■第2金曜 
　13：30～15：00 10/11から
■6回（会員）18,546円

発声のコツ
発声には「コツ」があります。それぞれの声
の個性に応じた姿勢、呼吸、口の開け方
等、歌を歌うためのテクニックを楽しく学
んでいきましょう。あなたの声量・音域が
ぐんと広がります。
■第2火曜 
　13：30～15：00 10/8から
■6回（会員）18,546円

歌曲 経験者
何と美しい歌がこんなにあるのでしょう！も
う一歩歌の世界に踏み込んでみませんか？
あなたの歌に、さらに磨きをかけるお手伝
いをします。経験者対象のクラスです。
■第2水曜 
　13：00～15：00 10/9から
■6回（会員）17,886円

歌おう 世界の名曲
学生時代に歌った懐かしいあの歌。一度
歌ってみたかったこの歌。日本の歌、世
界の歌、オペラのアリアまで、発声に重
点をおいて楽しく指導します。
■第4水曜 
　13：30～15：00 10/23から
■6回（会員）15,114円

はじめてのオペラのアリア
一度、オペラのアリアを歌いたいと思って
いたあなた。夢ではありません。主人公に
なってアリアを歌いませんか？あなたに
合ったアリアを見つけましょう！
■第3木曜 
　13：30～15：00 10/17から
■6回（会員）17,886円

オペラのアリアを歌おう 
経験者（月）　 （金）
オペラの大好きなあなた。体力に自信の
あるあなた。主人公になってアリアを歌
いませんか？個人レッスンで、中身の濃い
講座を目指しています。
■〔月〕第3月曜 
　10：15～12：15 10/21から
■〔金〕第4金曜 
　13：00～15：00 10/25から
■各6回（会員）17,886円

懐かしの歌曲を歌うⅠ・Ⅱ
学生時代に歌った懐かしいあの歌。一度
歌ってみたかったこの歌。日本の歌、世界
の歌、オペラのアリアまで、発声に重点を
おいて楽しく指導します。
■〔Ⅰ〕第1水曜 
　13：30～15：00 10/2から
■〔Ⅱ〕第1火曜 
　10：30～12：00 10/1から
■各6回（会員）15,114円

はじめての混声合唱
藤原歌劇団正団員 
日越 喜美香
女声合唱・男声合唱のみ
では味わえない深みの
あるハーモニーを楽しん
でみませんか？細かく分
けながら指導しますの
で、楽譜が読めなくても大丈夫です。まず
は発声からはじめましょう。
■第3水曜 
　13：30～15：00 10/16から
■6回（会員）15,114円

6 　 マークは満席または満席に近い講座です。※ほとんどの講座が途中からでも入れますが、❸❻12は、それぞれ3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月でカリキュラムが終了(一巡)する講座のため、受講出来ない場合がありますのでご了承ください。★マークは期の始め(4月、10月)のみ受付、☆は期の始め(4月、7月、10月、1月)のみ受付となります。※講座内容や教室の様子を1講座につき1回限り見学できます。(一部講座を除く)見学料金は無料です(30分以内)。受付にてお問い合わせください。



健康太極拳 基礎
日本健康太極拳広島県支部長 
内藤 成子
内臓の働きが活発に
なり、心身のバラン
スがとれ病気になり
にくい体になります。
■毎週土曜 
　19：30～20：50 10/5から
■11回（会員）25,168円
健康太極拳 中・上級
■毎週土曜
　18：00～19：20 10/5から
■11回（会員）25,168円

旅行企画・実施：（株）日放ツーリスト（観光庁長官登録旅行業第665号）
バス会社：広島第一交通（株）

日帰りバスツアー
NHK文化センター広島教室で
お申し込み・お支払いを受け付けております。
詳しい資料をご請求ください ▶
※出発はすべて広島駅新幹線口です。※バス代や昼食代は旅行代金に含まれます。

☎082-242-1151

ここに掲載する
企画は

旅行企画・実施：サンコウトラベル（株）（広島県知事登録旅行業第2-183号）
バス会社：サンコウトラベル（株）

旅行企画・実施：名鉄観光サービス（株）広島支店（観光庁長官登録旅行業第55号）
バス会社：廿日市交通（株）

旅行企画・実施：広交観光（株）（観光庁長官登録旅行業第1368号）
バス会社：広交観光（株）

大人気のイタリアン　スペランツァで絶品コース
オーナーシェフ 石本 友記

■10/25（金） 12：00～14：30 ■（会員）10,000円 （一般）11,500円 （飲物代別途）

本格的イタリアンを気軽に楽しめると大人気のお
店。白を基調とした清潔感のある中で、お任せの
特別コースを。

美味しい酒・食めぐり 訪問先酒蔵の杜氏さん他
■10/12（土） 8：00～18：00 （会員）13,300円 （一般）14,300円
行先：村重酒造㈱、酒井酒造㈱　【山口県岩国市】
■11/9（土） 8：00～18：00 （会員）14,700円 （一般）15,700円
行先：竹内酒蔵場　【山口県防府市】
■12/7（土） 8：00～18：00 （会員）13,400円 （一般）14,400円
行先：美和酒造㈲、広島県総合技術研究所　【三次市ほか】

名刹・古寺巡礼 訪問先の寺院のご住職 ほか
■10/8（火）8：00～18：30 （会員）15,200円 （一般）16,200円
行先：延命寺（曹洞宗）　【岡山県高梁市成羽町】
■11/12（火）8：00～18：50 （会員）14,800円 （一般）15,800円
行先：一畑薬師（臨済宗）　【島根県出雲市平田】
■12/10（火）8：30～18：00 （会員）13,300円 （一般）14,300円
行先：天寧寺（曹洞宗）、光明寺（浄土宗）　【尾道市】

里山を歩こう 日本山岳会会員 井ノ口 孝臣
■10/9（水） 8：00～17：30 （会員）13,500円 （一般）14,500円
行先：吾妻山　【庄原市比和町】
■11/13（水） 8：00～16：00 （会員）12,000円 （一般）13,000円
行先：雲月山　【山県郡北広島町】
■12/11（水） 8：00～16：00 （会員）11,500円 （一般）12,500円
行先：白滝山～大師山　【山口県岩国市美和町】

登山入門 広島修岳会会員 寺田 正弘
■10/26（土） 8：00～16：10 （会員）14,300円 （一般）15,300円
行先：小五郎山　【山口県岩国市錦町】
■11/23（土） 8：00～18：00 （会員）12,900円 （一般）13,900円
行先：玉峰山　【島根県奥出雲町】
■12/14（土） 9：00～15：25 （会員）10,900円 （一般）11,900円
行先：小室井山　【廿日市市】

野山の植物探訪 広島大学名誉教授 関 太郎　森林植物研究家 垰田 宏

■Ａ班10/10（木）　Ｂ班10/12（土）　Ｃ班10/17（木）　
　Ｄ班10/19（土）　8：00～18：00 
　（会員）12,500円 （一般）13,500円
行先：戦国遺跡の小さな湿地　【北広島町　万徳院跡公園ほか】
■Ａ班11/14（木）　　Ｂ班11/16（土）　Ｃ班11/21（木）　
　Ｄ班11/23（土）　8：00～18：00 （会員）16,200円 （一般）17,200円
行先：せせらぎの紅葉　【愛媛県今治市玉川町】
■Ａ班12/12（木）　Ｂ班12/14（土）　Ｃ班12/19（木）　Ｄ班12/21（土）　
　8：00～18：00 （会員）12,800円 （一般）13,800円
行先：初冬の森林　【三原市　佛通寺周辺】

ふるさとの歴史探訪
～街道をゆく中国路～

ひろしま歴史街道 トリップ実行委員会 佐々木 卓也

■10/18（金） 8：00～19：30 （会員）14,200円 （一般）15,200円
行先：備中の城下町　【岡山県新見市】
■11/15（金） 8：00～19：30 （会員）14,600円 （一般）15,600円
行先：長門の宿場町　【山口県下関市】
■12/20（金） 8：00～17：30 （会員）12,100円 （一般）13,100円
行先：安芸の港町　【呉市】

社会見学に出かけよう コーディネーター 倉本 雅史
■10/24（木） 8：00～18：00 （会員）10,800円 （一般）11,800円
行先：（株）ヤマサキ西風新都工場、（株）歴清社　【広島市】
■11/28（木） 8：00～18：00 （会員）13,100円 （一般）14,100円
行先：三次もののけミュージアム、三好人形窯元【三次市】
■12/12（木） 8：00～17：30 （会員）11,300円 （一般）12,300円
行先：再生処理場リサイクルプラザ、明見鍛刀場　【廿日市市ほか】

美術館・博物館めぐり 現地学芸員の方々 ほか
■Ａ班10/3（木）　Ｂ班10/16（水） 8：00～18：00 
　（会員）17,200円 （一般）18,200円
行先：愛媛県美術館　【松山市】
■Ａ班11/7（木）　Ｂ班11/20（水） 8：00～18：00 
　（会員）16,600円 （一般）17,600円
行先：成羽美術館、華鴒大塚美術館
【岡山県井原市、高梁市】
■Ａ班12/5（木）　Ｂ班12/18（水） 8：00～18：00 （会員）18,000円 （一般）19,000円
行先：姫路市立美術館　【兵庫県姫路市】

外国語

提携スポーツ

提　携
現地講座

ネイティブによる
楽しい英会話 入門（土）
アートリンガル外語学院講師 
セージ パンター
やさしいテキストを使って、復習に
もたっぷり時間をかけ、ゆっくり着
実にそして楽しく英語を学びます。
■毎週土曜 
　9：30～10：20 10/5から
■11回（会員）25,168円

※料理はイメージです。

ひろしま美味探訪
～ランチを贅沢に～
懐石料理・茶道教室主宰 
末廣 志乃
おいしいお勧め
店でこだわりの
特別メニュー。
（料理代別、飲み
物は各自精算）
■10/8（火）、11/12（火）、12/10（火） 
　12:00～14:00
■3回（会員）7,260円

ネイティブによる
楽しい英会話 初中級
アートリンガル外語学院講師 
アシュレー エヴァンス
日常英会話がある程度
できる方が対象。会話・
理解力のテクニックを
磨き、より高いレベルを
目指します。
■毎週月曜 
　19：30～20：40 10/7から
■12回（会員）27,456円

ネイティブによる
楽しい英会話 初級
アートリンガル外語学院講師 
ジェレミ フレイジャー
使用頻度の高い単語を
使って、会話と文法の基
礎を積み重ねて、日常生
活に役立つ簡単な英会
話を身につけます。
■毎週金曜 
　11：30～12：40 10/4から
■12回（会員）27,456円

ネイティブによる
楽しい英会話 中級
使用頻度の高い単語を使い、会話と文法の
基礎を積み重ねて、日常生活に役立つ簡単
な英会話を身につけます。
■毎週金曜 
　10：10～11：20 10/4から
■12回（会員）27,456円

すぐに役立つ旅行英会話
簡単な日常会話から、旅行中に役立つト
ラベル会話まで学びます。少し英語を学
んだことがある方が対象。
■毎週月曜 
　11：10～12：20 10/7から
■12回（会員）27,456円

イタリア語 入門～中級
元広島文教女子大学講師 
宮脇 百合江
日常会話を学び、様々
な面からイタリアを見な
がら楽しく時間を過ご
します。
■毎週木曜 
　18：30～20：50 10/3から
■13回（会員）29,744円

フランス語 初中級
アートリンガル外語学院講師 
ブノワ ブシテー
文法を復習しながら、
様々なトピックを用いて
生きた会話を楽しみま
す。
■毎週火曜 
　19：20～20：20 10/1から
■12回（会員）27,456円

スペイン語 中上級
アートリンガル外語学院講師 
イビス モンソン
会話力UPを目指す方の
ためのクラス。日常会話
を中心に文法や旅行会
話などを学びます。
■毎週土曜 
　10：35～11：35 10/5から
■11回（会員）25,168円

アラビア語中級
広島市立大学名誉教授 
宇野 昌樹
国連では公用語の一つで
あるアラビア語。アラブの
文化に触れてみませんか。

■第2・4日曜 
　13：00～14：30 10/13から
■12回（会員）30,228円

初めてのベトナム語
ベトナム語通訳 
平岡 ズゥエン
基本と発音を確実に学
んでいきます。文化にも
触れます。
■第2・4土曜 
　18：00～19：15 10/12から
■6回（会員）13,728円

ベトナム語中級
■第2・4土曜 
　19：00～20：15 10/12から
■6回（会員）13,728円

～ゆっくり・じっくり～
シニアのための英文法 学び直し
広島女学院高等学校講師 
向井 均
もう一度英語を習いた
い！文法に自信がない。
そんな方を対象に、学
び直すクラスです。
■第2金曜 15：30～16：40 
　10/11から
■6回（会員）14,454円

英語で学ぶヒロシマ
ヒロシマは単な
る観光地ではな
く、平和を考え
る原点。世界に
自分の思いを
伝えられるよう
学びましょう。
■第1・3・5金曜 13：30～15：00 10/4から
■12回（会員）28,908円

瀬戸内海に
浮かぶ江田
島で、馬と一
緒にゆったり
とした時間を
過ごしてみま
せんか。

江田島乗馬クラブ 
火～金曜コース 土・日曜コース
江田島乗馬クラブ

※江田島市現地教室
■火～金曜 1回40分 3回10,890円
■土・日曜 1回40分 3回13,200円

はじめての陶芸
陶芸家・無二窯主宰  
佐々木 求
手料理を「私の器」で
食べる。そんなぜいた
くを味わってみません
か。一から丁寧に指導
します。
■第2日曜
　10：30～15：30 10/13から 
■6回（会員）23,760円

※東広島市内現地教室

ウォーキングエクササイズ
（エアロビクス）
～生活習慣病予防、改善コース～
健康運動指導士 
松本 直子 ほか
生活習慣病の予防改善に
はウォーキングが最も効
果があります。楽しく体を
動かして健康づくり。

楽しみながら音楽に合わせて体を動かし、
体脂肪燃焼と理想的な体形づくりを目指
します。ストレス解消にも効果があります。

■毎週火曜 
13：30～15：00 10/1から
■13回（会員）29,744円
ウォーキングエクササイズ
（エアロビクス）
～体脂肪燃焼コース～

■毎週木曜 
　18：30～20：00 10/3から
■13回（会員）29,744円

バチの握り方から簡単な楽曲演奏まで基
本的な演奏法を学べます。
■指定水曜 10：30～12：00 0/0から 
■6回（会員）18,480円

太鼓本舗かぶら屋 
津村 沙織

※広島市内現地教室

和太鼓を楽しもう

初心者を対
象に、まずは
あなたの思
いが馬に少
し伝わることをめざ
します。

乗馬教室 
５級ライセンスコース

※廿日市市現地教室

■火曜以外 1回40分 5回41,695円 

MRC乗馬クラブ 
スタッフ

クラシックバレエ
初心者
ＩＤＩバレエスタジオ主宰 
池澤 嘉信ほか
バレエの基礎を通して、
正しい姿勢、優雅な身の
こなし、美しく健康的な
心身をつくりましょう。
■毎週月曜 
　19：30～20：50 10/7から
■12回（会員）27,456円
シニアのためのバレエ教室
■第1・2・4金曜 
　15：15～16：30 10/4から
■9回（会員）20,592円

下半身スッキリ！骨盤体操
ヨガインストラクター 
北升 美奈子
骨盤のゆがみの原因を
知り簡単エクササイズで
体型を整えてスッキリボ
ディを目指します。
■第1・3・5水曜 
　10：30～12：00 10/2から
■13回（会員）29,744円

太極拳
日本武術太極拳連盟A級指導員 
佛圓 藤栄
宇宙を仰ぎ大地のエネ
ルギーを足に感じ、老若
男女誰もが楽しめ元気
になります。
■毎週木曜 
　10：15～11：45 10/3から
■13回（会員）29,744円

■毎週水曜 10：30～12：00 10/2から　
■10回（会員）13,200円

プロボウラー 
亀井 勝江

※広島市内現地教室

③ボウリング教室

ボールの持ち方、投げ方、ルール、マナー等を丁寧に指導します。

作るのが簡単、バランスがよい、経済的な
地中海料理。講師の自宅で、家庭的な雰囲
気のなかで作ります。
A
■第2金曜 10：15～13：30 10/4から
■4回（会員）11,000円 （教材費）5,280円
B
■第3金曜 10：15～13：30 10/18から
■4回（会員）11,000円 （教材費）5,280円
C
■第3水曜 10：15～13：30 10/16から
■4回（会員）11,000円 （教材費）5,280円
D
■第2水曜 10：15～13：30 10/9から
■4回（会員）11,000円 （教材費）5,280円
E
■第4水曜 10：15～13：30 10/23から
■4回（会員）11,000円 （教材費）5,280円

※広島市内現地教室

地中海の家庭料理
広島大学スペイン語非常勤講師 
フェラン サンティアゴ、
ガリシア アンジェルス夫妻

シニアのための英会話Ａ・B
世界をみる会・元代表 
向井 圭子

年だからとあきらめないでください。英
語は必ず上達します。教室で習ったら外
に出て使いましょう。
■〔A〕毎週水曜 
　15：45～17：05 10/2から
■〔B〕毎週火曜 
　15：30～16：50 10/1から
■各12回（会員）28,908円

楽しく学ぶハングル 初中級
広島大学大学院教育学研究科助教 キム ヒョンヨン

■毎週火曜 18：30～19：40 10/1から　■13回（会員）29,744円

文字の習得と日常会話はもちろん、韓国事情や文化についても話し合い
ます。文字が読める方対象。

野鳥観察入門
～街着でバードウォッチング～
日本野鳥の会広島県支部 
福本 幸夫
大都市広島市は意
外にも野鳥の宝庫。
中心部の公園を街着
でバードウオッチングを楽しもう。
■10月27日（日）10：00～12：00（座学）
　　11/30（土） 9：00～11：00 12/21（土） 8：30～10：30（屋外）
■（会員）7,639円 （一般）9,167円 
　（小中高生）6,111円

『芸藩通志』の村を歩く
九州大学大学院特別研究者 
光成 準治
江戸時代後期に作成さ
れた広島藩内の地誌
『芸藩通志』に収録され
た村ごとの絵図を参照しながら、江戸時代の村
の風景を一緒に復元していきましょう。
■第３火曜 13：00～15：00 10/15から
■6回（会員）23,100円

白島の「調整」で驚きの和食
店主 
米田 博貴
旬の魚や野菜をふん
だんに使った料理に
加え、遊び心たっぷ
りの演出や行き届いたサービスで満足。
■11/6（水） 12：00～14：30 
■（会員）14,000円 （一般）15,500円

広島フレンチの老舗
ルトリスケルで贅沢ランチ
オーナーシェフ
勇崎 元浩
広島を代
表する老
舗 フレン
チ。伝統を踏まえつつ繊細で独創的なお
任せコースをゆったりと。
■12/12（木） 12:00～14:30 
■（会員）15,000円 （一般）16,500円 
　（飲物代別途）

名庭の宿「石亭」で豪華ランチ
㈲石亭主人 
上野 純一
名庭の宿「石亭」の
個性豊かな離れを見
学、特別メニューの
食事と温泉を堪能するお得な講座です。
■9/4（水） 11：30～14：30 
■（会員）14,000円 （一般）15,000円

錦秋を五感で味わう会席料理
養生薬膳アドバイザー 
優美式
健康と美容に役立
つ秋の食養生のポ
イント、食材の持つ
働きなどを、お料
理と合わせてご紹介します。
※会場：シェラトングランドホテル広島 雅庭
■9/26（木） 12：00～14：00 
■（会員）2,160円 （一般）2,700円 （食事代）6,050円

一つ星の実力 
キヨコラージュで至福ランチ
オーナーシェフ 
住田 聖和
滋味を感じる優
しい味わいで
素材を生かした
自然派フレン
チ。特別のディナーを贅沢にランチで。
■12/3（火） 12：00～14：30 
■（会員）12,500円 （一般）14,000円 
　（飲物代別途）

正午の茶事を学ぶ
～本格的な茶室で正式に～
裏千家準教授/懐石料理教室主宰 
末廣 宗志
広島市
南区に
ある茶
室 で 、
正式な
「 正 午
の茶事（炉開き）」を学びます。流派は問い
ません。
■〔畳〕11/9（土） 〔立礼〕11/10（日） 
　11：30～15：00 
■（会員）2,750円 （一般）3,850円 
　（教材費）13,750円

※写真はイメージです。

秋のイタリア郷土料理とお話と
～il Gabbiano～
翻訳家・元フィレンツェ大学講師 
中嶋 浩郎
イタリア各地のお話に
あわせた料理をお楽し
みください。

■10/23(水) 18:00～20:00 
■（会員）2,420円 （一般）2,970円 
　（食事代）6,500円

東京ではゴッホ展の「糸杉」やマネの傑作「フォリー＝ベルジュールの
バー」が見られるコート―ルド美術館展とハプスブルク展を、横浜ではルノ
ワールやセザンヌの名品を展示するオランジュリー美術館展を鑑賞、そし
て最終日は印象派の作品を多数所蔵する伊豆下田の上原美術館を訪問
する魅力的な旅です。

1日目 広島駅―福山駅―東京駅―三菱一号館美術館（吉野石膏コレクション）
 ―東京都美術館（コート―ルド美術館展）―国立西洋美術館（ハプスブルク展）―ホテル
2日目 ホテル―上野の森美術館（ゴッホ展）―横浜中華街―横浜美術館（オランジュリー美術館展）
 ―伊豆・修善寺温泉、ホテル
3日目 ホテル―上原美術館―下田ペリーロード―三島駅―名古屋駅―福山駅―広島駅

□お申込み・お問い合わせ先
（株）近畿日本ツーリスト　首都圏千葉支店 ☎０４３-２２７-９４５１　観光庁長官登録旅行業第２０５３号

ゴッホの「糸杉」、マネの「草上の昼食」、
モネ、ルノワールなどオランジュリー・
コート―ルド美術館の傑作と出会う旅
8月28日（水）受付開始

旅 行 日 程 11月14日（木）～16日（土) 旅 行 代 金 1名様　145,000円
食 事 条 件 朝２・昼３・夕２

利用ホテル 「ホテルモントレ銀座」　「宙　SORA　渡月荘金龍」

ＮＨＫ文化センター企画　国内研修旅行のご案内

１. エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》1882年
油彩、カンヴァス　96×130cm　コートールド美術館 
© Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust)

村上春樹の世界を
英語で語ろう！

『めくらやなぎと眠る女』を英語で読み、
文法を中心に語彙力を高め、ストーリー
について意見を交わします。
■毎週水曜 
　15：30～16：30 10/2から
■12回（会員）27,456円

アートリンガル外語学院講師 
ジェレミ フレイジャー

※詳しくは資料をご請求の上、お申込み下さい。請求先⇒ＮＨＫ文化センター広島教室　☎０８２-２４２-１１５１　

7　 マークは満席または満席に近い講座です。※ほとんどの講座が途中からでも入れますが、❸❻12は、それぞれ3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月でカリキュラムが終了(一巡)する講座のため、受講出来ない場合がありますのでご了承ください。★マークは期の始め(4月、10月)のみ受付、☆は期の始め(4月、7月、10月、1月)のみ受付となります。※講座内容や教室の様子を1講座につき1回限り見学できます。(一部講座を除く)見学料金は無料です(30分以内)。受付にてお問い合わせください。



くらしを彩る
1日・短期講座

簡単ルールで
一生きれいな字

六度法創案者 
富澤 敏彦
ひらがな・カタカナ・漢字・たて文・よこ文の書き方
がつかめ、日常書字が劇的に変わります。3時間、
一回きり、毛筆を使わない方式です。ボールペンで
も鉛筆でも、書きやすい筆記具でご参加ください。
■11/16（土） 9：30～12：30
■（会員）4,004円 （一般）4,576円 （教材費）1,375円

11
16

親子で学ぼう！
～簡単ルールできれいな字

11
16

六度法創案者 
富澤 敏彦
たった一回、90分。ひらがな・カ
タカナと漢字1006字の書き方
を3つのルールに集約したメソッ
ドです。保護者とお子さんが共
通理解してご参加ください。
■11/16（土） 15：00～16：30
■（親子）4,356円 （子のみ）2,068円 （教材費）1,815円

ドライフラワー～アナベルのしずく型リース～9
29

ドライフラワー作家 
西本 章子
ライムグリーンの紫陽花アナベ
ルとブルーのお花を使った軽や
かなリースを作りませんか。
■9/29（日） 13：00～14：30
■（会員）2,473円 （一般）3,034円 （教材費）2,500円

冬に飾るリース～森の恵みの木の実と針葉樹を～11
19

フローリスト 
ルフルロン 中本健太
クリスマスにも似合うよう
赤色を添えた、温かみのあ
るミニリース（直径15㎝程
度）を作ります。
■11/19（火） 13：00～15：30
■（会員）2,546円 （一般）3,055円 （教材費）3,850円

古布で編む布ぞうり9
24

布ぞうり作家 
宮本 洋子
お持ちの古布を使ってあなた
だけの室内履きを作ってみま
せんか。体にも地球にもやさ
しい布ぞうり。外反母趾・水虫予防にもなります。
■9/24（火） 12：30～16：30
■（会員）3,369円 （一般）3,931円

12
14

「自己紹介」「発表」と聞いただけで
緊張してしまう人、人前で堂々と話
せる爽快感を味わってみませんか？
たった一日でも劇的に変化します。

（社）あがり症克服協会 理事 
宮松 大輔

■12/14（土） 16：00～18：45
■（会員）5,720円 （一般）6,292円 （教材費）1,100円

あがり症・話しベタさんの
ためのスピーチ塾

〈在る〉ことの不思議10
2

広島大学名誉教授・同客員教授 
古東 哲明
死あればこそ生は輝き、自
己も深まる。この逆説を解
説します。
■10/2（水） 10：30～12：00
■（会員）2,519円 （一般）3,091円

パーソナルカラー
【基礎】【応用】

10
13

（一社） 日本カラリスト協会近畿支部長 
大石 和美
基礎：講師による簡単
な色彩・骨格診断が
あります。応用（基礎
受講者対象）：個々の
色・骨格に合ったメイ
ク・ヘアデザインを
トータルで学びます。
■10/13（日）
　〔基礎〕11：00～12：30〔応用〕13：30～15：00
■各（会員）3,432円 （一般）4,004円
　（教材費）基礎220円 応用330円

骨董お宝なんでも鑑定会10
20

鑑定士、骨董プランナー 
田村 嘉海
専門家が教室で
鑑定します（鑑定
書は出しません）。事前にメール
か手紙でも。
■10/20（日） 13：00～15：00
■（会員・一般）2,288円

短期 笑顔うまれる似顔絵
 ～ＫＡＭＥさんの似顔絵のコツ～

似顔絵アーティスト 
ＫＡＭＥ
現在まで3万人の似顔絵を描いたという
講師が、特徴の捉え方やその人らしさの
描き方等、その「コツ」をお伝え致します。
■10/2、11/6、12/4（水） 13：00～15：00
■3回（会員）8,580円 （一般）10,296円

10月からはじまるオススメ講座

はじめてのアラビア語
広島市立大学名誉教授 
宇野 昌樹
国連では公用語の一つであ
るアラビア語。アラブの文
化に触れてみませんか。
■第1・3・5土曜 10：30～12：00 
　 10/5から
■12回（会員）30,228円

ドローン安全操作 基礎講座10
27

9
29

ＪＵＩＤＡ認定インストラクター 
谷口 友介
「空の産業革命」とも言
われるドローン。目的に
合った機体の選び方や
操縦方法、安全に運用するための条件や
各種届出など分かりやすく解説します。
■9/29（日） 13：00～16：00
　（会員）3,715円 （一般）4,276円
■10/27（日） 13：00～16：00
　（会員）3,784円 （一般）4,356円

包丁の手入れと研ぎ方10
12

福井刃物店店主 
福井 敏光
包丁は定期的に研ぐことが長持ちのポイ
ントです。毎日使う包丁の研ぎ方とお手入
れ方法を刃物の専門家が丁寧に指導しま
す。砥石をご希望の方は購入もできます。
■10/12（土） 10：00～12：00
■（会員）2,519円 （一般）3,091円

リフレクソロジーと経絡9
29

英国ＩＴＥＣ認定リフレクソロジスト 
宮河 利恵
漢方の考え方の基本となる
陰陽五行説に基づくチェック
でご自分の体を知り、経絡を
取り入れたリフレクソロジー
で心身の不調に対処する方法を学びます。
■9/29（日） 10：30～12：00
■（会員）2,473円 （一般）3,034円 （教材費）1,080円

初めて学ぶウイスキーと
チョコレートの世界

ウイスキープロフェッショナル・ショコラティエ 
河野 玄
ウイスキーの風味の最大の決め手
は「樽」。個性を生み出す樽のことを
知って、ウイスキー選びを楽しみま
せんか。同じ銘柄の違う樽からでき
たウイスキーを飲み比べ、いろいろな飲み方も紹介します。
■10/6、11/3、12/1（日） 14：30～16：00
■3回（会員）8,580円 （一般）10,296円 
　（教材費）8,250円

短期

飾り巻きずしを作ろう11
30

広島酔心調理製菓専門学校講師 
神開 明規
切ると絵が出てくる飾り
巻きずし。今回はパンダ
など１人２種類の飾り巻
きずしをつくります。親
子での参加も歓迎です。
■11/30（土） 10：00～12：00
■（会員）2,420円 （一般）2,970円 （教材費）1,100円
　  会場：広島酔心調理製菓専門学校

先染め布を使ったパッチワーク
～お花のポーチ～

日本手芸普及協会会員 
松本 秀子
簡単なアップリケ手
法で、キットを使って
作ります。
■10/6、10/20、11/3、12/15（日） 13：00～16：00
■4回（会員）10,076円 （一般）12,364円 （教材費）3,000円

短期

スマホで体験！快適生活
 ～はじめて触って基礎から学ぶ～

10
16

スマートフォンアドバイザー
購入前！買ったばかり！そん
な方に最適な講座です。デ
モ機を使って基礎の基礎か
ら楽しむ体験講座です。※
貸出機はiPhone (最新OS)です。
■10/16（水） 13：00～15：00
■（会員・一般）1,716円

買う前に安心！
はじめて触るタブレット体験教室

10
29

スマートフォンアドバイザー
タブレット購入前の方を対象
に、しくみ、基本操作から便
利な活用方法までご紹介し
ます。※貸出機はiPadです。
■10/29（火） 13：00～15：00
■（会員・一般）1,716円

寒天でキレイ生活
～試食・お土産付～

10
18

伊那食品工業株式会社 
京極 悠
カラダにやさしい寒天を料理に
取り入れましょう【協力／伊那食
品工業】人気講座です。先着順。
お申し込みは10月8日迄に。
■10/18（金） 13：00～14：30
■（会員）1,837円 （一般）2,178円

9
20

（監修） かづき れいこ （講師）REIKO KAZKI専属講師
尾田 由紀子
いまのお手入れ
で満足ですか？メ
イクがお肌をこ
んなに変えるん
です！
■9/20（金） 13：00～15：00
■（会員）2,926円 （一般）3,488円

同世代と圧倒的に差がつく!かづきメイク
～ダメージ肌からハリツヤ素肌へ～

シェイクスピア
～半年で読み解く『真夏の夜の夢』
広島修道大学名誉教授 
熊谷 次紘
この喜劇の美しく濃密な詩
性を、分かりやすく解説し、
新しい演出を、最新の映像
で紹介します。
■第1・3土曜 13：00～14：30 10/5から
■8回（会員）20,152円

ドライフラワー作家 
西本 章子
ドライフラワーには、生花と
はまた違う魅力がありま
す。作品を作って、暮らしの
彩りにしてみませんか。
■第3日曜 13：00～14：30
　10/20から
■6回（会員）15,114円

ドライフラワー～雑貨・インテリア～

能って何だろう
～長谷川晴彦の「はじめての能」～

9
8

観世流能楽師 
長谷川 晴彦
能面や能装束、豊かな文学
の魅力、能ならではの表現
方法など様々な魅力を、現
役能楽師が紹介します。
■9/8（日） 14：00～15：30
■（会員）2,808円 （一般）3,369円 （小中高生）1,684円

毛筆アート
～今日から誰でも簡単に描けるおしゃれな筆文字～

10
2

はなみずき教室書道講師 
聖華seika
筆ペンでおしゃれに描けるコツ
をマスターでき、日常や仕事な
ど毎日がちょっと豊かになります。初めての方の特典として、消
しゴムに文字を彫ったオリジナルの落款印をお渡しします。
■10/2（水） 10：00～12：00
■（会員）3,432円 （一般）4,004円 （教材費）2,200円
　  ※前回受講の方は(教材費)1,650円

シリーズ古代史⑤
日本書紀を語る

10
29

日本書紀の従来の解釈ではなく、初代神
武天皇から25代武烈天皇までを独自の
見解でひも解きます。
■10/29（火） 13：15～14：45
■（会員）2,519円 （一般）2,860円

シリーズ古代史④
卑弥呼と箸墓古墳

9
17

日本考古学協会会員 
住谷 善愼
箸墓古墳は卑弥呼の墓とす
る説もある一方、九州説で
は「後の時代の築造」と主張
します。理工系の観点から
の古代史謎解きです。
■9/17（火） 13：00～14：30
■（会員）2,473円 （一般）2,808円

健康寿命は「飲みこみ力」で決まる!9
21

神鋼記念病院 耳鼻咽喉科科長 
浦長瀬 昌宏
嚥下障害は誤嚥性肺炎や窒
息の原因で、大きな社会問
題に。ご自身の「飲みこみ力」
をチェックしたうえで、嚥下
障害の予防法を分かりやすく伝授します。
■9/21（土） 15：30～17：00
■（会員）2,808円 （一般）3,369円

茶杓削りに挑戦～初中級編～11
29
■11/29（金） 13：30～15：30
■（会員）2,860円 （一般）3,432円 （教材費）5,500円

茶杓削りに挑戦～中級編～9
27

茶の湯文化学会 
大前 宗貴
「茶事の要」また「茶人の茶
境を現わす」とされる茶杓。
役割や意義、基本構造を解
説し茶杓削りを楽みます。
■9/27（金） 13：00～15：00
■（会員）2,808円 （一般）3,369円 （教材費）5,400円

こんまり流片づけ体験セミナー9
29

（監修) 近藤 麻理恵
こんまり流片づけコンサルタント 
船曵 孝子
人生と向き合い、過去にカ
タをつけ、未来をときめか
せることができる『こんまり
流片づけ』のメソッドを伝授します。
■9/29（日） 14：00～15：30
■（会員）2,808円 （一般）3,369円

数秘＆カラー®プレゼンター
ベーシックコース

10
6

数秘＆カラー®上級トレーナー 
齋藤 真緒
古代の叡智である数秘術と
カラーを融合し、自己や他
者の資質や可能性を引き出
す方法を学びます。
■10/6（日） 10：00～17：00
■（参加料）25,850円(教材費・修了証・
　登録料・教室管理料を含む)

幻の模写本
佐竹本三十六歌仙を見て京都へ

9
21

（一財）くれしん芸術文化財団専務理事 
大内 基康
今年10月に京
都で開催される
【流転100年・佐
竹本三十六歌仙
展】を見る前に是非！
■9/21（土） 10:00～12:00
■（会員）2,808円 （一般）3,369円

八百万の神カードと守護神鑑定10
5

日本オラクルカード協会 八百万の神カード公認講師
瀬良 和幸
カードで、リー
ディングや神々
の物語、神社の
楽しみ方を学び
ます。守護神鑑定付き。
■10/5（土） 10：00～12：30
■（会員）3,212円 （一般）3,784円 （教材費）330円

人生楽しまなくちゃ損！10
30

㈱TANEMAKI代表取締役　キャリアカウンセラー 
石川 真紀
人生の大半を占める「日常
生活」に目を向けた、楽しむ
ためのアイデア満載、新感
覚講座です。
■10/30(水) 10:00～12:00
■（会員）2,860円 （一般）3,432円
　（教材費）220円

エグゼクティブライフコーチ 
矢野 紗基
人をやる気にさせ、情熱あ
るゴール達成をめざして、
スキルとマインドを磨く方
法を指導します。

経営者・リーダーのためのコーチング

■第2・4木曜 19：00～20：30 10/10から
■6回（会員）20,592円 （教材費）550円

福山大学・安田女子大学各非常勤講師
末葭 敏久
基本的な事項や知識を原文
を交えながら分かりやすく
解説し、魅力に迫ります。

基礎からわかる
『三国志演義』

■第2月曜 14：00～15：30 10/14から
■6回（会員）15,114円

秋のしつらえ～日本の歳時記とともに～10
9

食空間コーディネーター 
藤村 浩子
少しの工夫で、秋を彩る
食卓や空間を楽しむ
コーディネートを提案。
■10/9（水） 13：00～14：30
■（会員・一般）2,860円 （教材費）500円

フルーツ酵素
JFEA認定フルーツ酵素マイスター
原田 とみ子

■10/6、11/3、12/1（日） 10:00～12:00
■（会員・一般）【1回】4,004円 【3回】10,296円

『飲む発酵美容液』＝フ
ルーツ酵素ドリンクを
使って作ってみません
か。3回シリーズ①ドリ
ンク、②ビネガー、③コ
スメ。1回でも受講可。
教材費別途

短期

固めるハーバリウム
「クリスタル・アートリウムⓇ」の進化型

9
30

HARU COLLE本校認定校 
☆ColorfulPearl☆森脇 典子
スーパーボールほどの硬さで今
大流行中の『固めるハーバリウ
ム』の進化型の２種を作ってみ
ませんか？（ボトルタイプは希望
によりライトも入れられます。）
■9/30（月） 13：00～15：30
■（会員）2,473円 （一般）3,034円 （教材費）4,860円

ブレケル・オスカルと
味わう日本茶

9
15

日本茶インストラクター 
ブレケル・オスカル
スウェーデン人初の日本茶
インストラクターが、茶葉の
テイスティングとともに、心
を豊かにする日本茶の魅力
を紹介。日本茶にかける熱い思いをお話
しします。
■9/15（日） 14：30～16：00
■（会員・一般）3,369 （教材費）1,080円

手軽にひける本物のだし
～家庭で豊かな食生活を～

10
27

㈱まるじょう代表取締役 
村上 浩太郎
コツを掴んで簡単に本物の
だしで豊かな食生活を実現
しましょう。尾道の老舗名
店が教えます。

■10/27（日） 
　13：30～15：00
■（会員）2,860円 
　（一般）3,432円

伝統工芸 讃岐かがり手まり11
10
讃岐かがり手まり専任講師
草木染めの木綿糸でかがる
手まりは美しく暖かい風合
い。好きな色で作りましょう。
■11/10（日） 13：00～15：30
■（会員）3,212円 （一般）3,784円
    （教材費）3,300円

ラテアート講座（10名）
コーヒーマイスター（日本スペシャルティコーヒー協会認定） 
池田 修
色々なモチーフをミルクの
泡で表現し、目と味で楽しめ
るアートです。エスプレッソ
マシンは講師が準備します。
■10/14、11/11、12/9（月） 13：00～15：00
■3回（会員）8,943円 （一般）10,659円 
　（教材費）2,145円

短期

お花いっぱい繊細塗り絵～パステル～10
20

日本パステルヒーリングアートセラピー協会代表 
松永 千慧
様々な色を使った塗り絵は、癒
しの効果はもちろん、イライラ解
消や、指の筋トレにもなります。
■10/20(日) 10:30～12:00
■（会員・一般）2,519円 （教材費）550円

親子仏教講座・相談室10
13

浄土真宗本願寺派正覚寺住職・本願寺派布教使
清胤　弘英
正覚寺坊守・教育カウンセラー
清胤　祐子
親子で仏教のお話
を聞き、親子関係
や困り事の解決のヒントになりますように。
親御さんのみの参加も可能。
■10/13(日) 10:00～11:30
■（会員）2,519円 （一般）3,091円

石田節子流かんたん着付け
着物スタイリスト 
石田 節子
講師が着物を脱いでから、
いちから着方をお見せしま
す。着付け直しやコーディ
ネートのアドバイスも。
■9/1（日） 11：00～12：30
■（会員）3,369円 （一般）3,931円

9
1

伊賀焼長谷園の
おいしい土鍋活用法

土鍋コーディネーター 
竹村 謙二
簡単便利に使える土鍋の活用術。秋
を迎える食材を使った料理をたっぷ
り試食。お腹をすかせてご参加を。
■1/12（日） 11：00～13：00
■（会員）3,091円 （一般）3,663円 （教材費）1,320円

1
12

暦と美意識～太陽と月と地球の周航のもとで
東亜大学大学院特任教授 広島大学名誉教授 
金田 晉
暦は天体の物理的時間と個人の経験的時間の橋
渡しをする社会的時間。この時間によって人々は
地球上で子孫を育て、共同生活を営んできまし
た。暦のすばらしさを美学の方面から考察します。
■11/1、12/6、1/31、2/7（金）
　 10：00～11：30
■4回（会員）10,076円 （一般）12,364円

短期

玉露の三大名産地を味わう11
17

今川玉香園茶舗5代目 茶師 
今川 智弘
さまざまな産地・種類・価格帯の
日本茶を同時に飲んだことがあ
りますか？本当のおいしさとは何
かを自分の舌で覚えましょう。
■11/17（日） 13:00～15:00
■（会員）2,860円 （一般）3,432円 （教材費）1,100円

シニア対象
たるみ解消メイク

（株）メイクアップスタジオイメージコーディネーター 
梅野 忍
自分でできるリフトアップ
マッサージと、たるみを目立
たなくするメイクを伝授し
ます。
■10/17、11/21、12/19（木） 
　10：00～12：00
■3回（会員）7,557円 （一般）9,273円

短期

毎日簡単にできる！
ナチュラル美眉

10
2

メイクアップアーティスト
みかみ 京

■10/2（水） 10：00～12：00
■（会員）2,519円 （一般）3,091円
　（教材費）300円

自慢したくなる我が家のおもてなし料理10
24

フードスペシャリスト 
ｃｈｉｋａ
調理、製菓のプロとして約20
年レストランやホテルで活躍し
た講師が、ラグジュアリーな空
間で、簡単・気軽に作れるカジュアルフードの調理をデモン
ストレーション。完成後は皆さんにお召し上がり頂きます。
会場：南区松原町
■10/24（木） 11：00～13：00
■（会員）2,200円 （一般）2,750円 （教材費）3,300円

光る泥だんご11
17

左官、広島マイスター 
岡下 誠司
焼きもの用の粘土と道具を
使いピカピカの泥だんごを
作りましょう。※小学生以上
■11/17（日） 13：00～15：00
■（会員）1,716円 （一般）2,288円 
　（こども）1,144円 （教材費）330円

こどもや高齢者への読み語り。
ボランティアに活かしたいと考
えている方のための入門講座
です。自分磨きの方もどうぞ。

朗読・音訳指導者 
網本 えり子

■第3日曜 10：00～12：00 10/20から
■6回（会員）16,500円

ボランティアのための
はじめての朗読

皇位継承に関する儀式について
～大嘗祭に先立つ学び～

9
7

博士（神道学） 
中道 豪一
皇位継承に関する儀式の中でとりわ
け重要なのが、１１月の「大嘗祭」とい
われています。日本古来の伝統文化
についての学びを深めませんか。
■9/7（土） 10：00～11：30
■（会員）2,808円 （一般）3,369円

絵本からの贈りもの
～大人のための絵本講座～

12
15

絵本愛好家
三浦 ひろみ
大人にこそ絵本を
読んで欲しい。シ
ンプルな言葉で多
くを語り、描かれた
絵が想像の世界を広げます。
■12/15（日） 13：30～15：00
■（会員）2,519円 （一般）3,091円

講談社

TCマスターカラーセラピスト
認定講座（Step2）

9
8

TCマスタートレーナー 
齋藤 真緒
TCカラーセラピス
トを取得された方
のためのステップ
アップ講座です。カ
ラーセラピストとしてより深いセラピーがで
きるように、14色の意味をワークを通して学
び、人の心理や行動パターンの理解を深め
て、マニュアルなしでカラーセラピーができる
様になる講座です。＜講座終了後、TCマス
ターカラーセラピストとして認定されます。＞
■9/8（日） 10：00～17：00
■（受講料）20,800円（修了証込） （教材費）7,000円

ちりめんモンスターを探せ10
20

Team JIN「仁」 
平中 哲朗
チリメンジャコの中から小
さな生き物たち（チリメン
モンスター）を探し、カード
に貼ったりキーホルダーにして持ち帰りましょう！！
■10/20（日） 10：00～11：30
■（会員）1,716円 （一般）2,288円 
　（こども）1,144円 （会員親子）2,288円 
　（一般親子）2,860円 （教材費）1人550円

新聞紙で作るエコバッグ9
30

全日本ギフト用品協会ラッピング講師 
瀬藤 淑子
新聞紙でつくるエコバッ
グ。絵柄を活かして、お
しゃれなバッグを作りま
しょう。ミニバッグの作
り方もご紹介します。
■9/30（月） 10：00～12：00
■（会員）2,473円 （一般）3,034円

フルーツデザインカット

様々なカッティングで立
体的かつ魅力的なアー
トとして仕上げます。
■10/6（日） 13:30～15:30
■（会員）3,432円 （一般）4,004円 （教材費）2,500円

10
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JFEA認定フルーツ酵素マイスター
原田 とみ子

フルーツ発酵ショコラ

オーガニックカカオを
ローストして低糖質を
実現したのは世界初。
■12/1（日） 13：30～15：30
■（会員）3,432円 （一般）4,004円 （教材費）3,000円

12
1

JFEA認定フルーツ酵素マイスター
原田 とみ子

●はじめて受講される方は入会金4,000円＋税が必要です。（70歳以上は無料。学生［大学・高専・高校・専門学校］1,500円＋税）なお、短期講座など一部講座は入会せず一般料金で受講できます。●会員の有効期間は３年間です。以降も継続し
て受講する場合の更新料は無料です。会員証は全国のＮＨＫ文化センターで利用できます。●予約した講座の所定の期間分の受講料を前納してください。期の途中から受講される場合は、残りの回数相当分の受講料をお支払いください。●講
座案内に、テキスト代や教材費等を明示していない場合でも、別途必要になることがあります。●ほとんどの講座は見学でき（30分以内・無料）、講座によっては体験受講ができます。事前にお電話でお申し込みください。●お支払いいただいた

入会金は、原則払い戻しいたしません。受講を解約される場合は、受講料から手数料（200円＋税）と、解約される時期によっては所定のキャンセル料（受講料の10％もしくは20％）を差し引いて払い戻しいたします。すでに注文が終了している教材の費用については払い戻しできないことがあります。●受講者が
極端に少ない場合、講師のやむを得ない事情等により、開講日を延期、または講座を中止とすることがあります。●窓口での現金、クレジットカードでのお支払いのほか、コンビニ振込、郵便振込がご利用いただけます。コンビニ振込、郵便振込でお支払いの場合には別途手数料がかかります。●受講料は消費税
込みの金額です。●当ビルに駐車場・駐輪場はありません。　 マークは満席または満席に近い講座です。●10月1日以降に実施する講座については、新しい消費税率が適用されますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。講座案内に表記している受講料には消費税が含まれています。
　　NHK文化センターは、お客さまの個人情報の機密保持に万全を期しています。お客さまの個人情報は、講座に関する連絡や、NHK文化センターからのお知らせに使わせていただくほか、お客さまのサービス向上を図る目的で利用させていただきますが、ご本人の同意なしに第三者に開示したり、提供したりすることはありません。

お申し込みの際には必ず受講規約本文をご確認ください。
受講規約 抜粋

8

4,000

NHKカルチャー広島

詳しくは
webで! NHKカルチャー 広島 検索 お申し込み・

お問い合わせは☎082-242-1151広島教室 入会金不要！1日、
短期講座は


