
番 組では、平成と
いう時代を全力で
駆 け 抜 け た 安 室
奈美恵さんの生き
方 に迫りました 。
ディレクターが取材を通して感じた
こと、伝えたかったメッセージについて
お話しします。

「溶けるように柔らか
くなる」と関西で大絶
賛！欧米のバレエ学校
が採用するこの技術は、身体のコントロー
ルに秘訣あり。バレエ未経験者も受講可。

全身をがんに冒され
ていることを公表
した後 も 、淡 々と
軽やかに生きた樹木
希林さん。そんな
希林さんから長期密着取材の許可
を得て取材したディレクターが感じた

「思い」を語ります。

（土）

3
2／ フィギュアスケートを彩る衣装

～デザイン哲学と製作現場～
衣装デザイナー　伊藤 聡美
仙台教室はおかげ
さまで満席となり
ました が 、青 森・
弘前・庄内教室に
はまだお席があり
ます。

■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円 【大学生以下】1,684円

（土）

3
9／ もっと知りたい

「チコちゃんに叱られる！」

5才の女の子
が問いかける
素朴な疑問、
答えられない
と「ボーっと生
きてんじゃね
えよ！」と叱られます。人気番組の制作
秘話を、番組制作者がお伝えします。

番組プロデューサー　西ヶ谷 力哉

■ 14：10～15：40
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【高校生以下】1,684円

（土）

3
30／ ＮＨＫスペシャル制作者が語る

「マチュピチュ インカ帝国の秘密」

最も美しい世
界遺産と言わ
れる空中都市・
マチュピチュ
を取材した制
作者が、インカ
帝国繁栄の秘密と取材の舞台裏を語り
ます。

NHK番組プロデューサー　大里 智之

■ 15：00～17：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【高校生以下】1,684円

日本の文化にもっとふれてみませんか！

生き方を考える

世界の文化を楽しみましょう

スペシャルな時間をご一緒に

シニアの健康のために

美しく生きるためのノウハウ満載！

（土）

3
23／ 越乃リュウが語る！

宝塚の魅力
元宝塚歌劇団月組組長　越乃 リュウ
宝塚史上最年少で月
組の組長に就任し、多
くの人を魅了し続けた
越乃さんに宝塚の魅
力や 舞 台 裏 の エ ピ
ソ ー ド な ど を 熱く
語っていただきます。

（握手会も予定）
■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,500円　【一般】3,000円

（土）

3
23／ 気分はタカラジェンヌ

越乃リュウのソングレッスン
元宝塚歌劇団月組組長　越乃 リュウ

「すみれの花咲く頃」
をはじめ、宝塚でおな
じみの名曲の数々を、
在団中より、ダンス、
歌、芝居と三拍子そ
ろった男役として活躍
した越乃さんと一緒
に楽しく歌います。
■ 15：30～17：00
■ 【会員】2,500円　【一般】3,000円

（土）

3
23／ 師匠から見た

藤井聡太七段
棋士　杉本 昌隆七段
女流棋士　加藤 結李愛女流2級
藤井聡太七段の師匠・杉本
昌隆七段に、藤井七段の学
び方、師弟関係、エピソード
などについてお話いただき
ます。聞き手は、仙台市在
住の女流棋士、加藤結李愛
女流２級（高校１年）です。
■ 10：00～11：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【高校生以下】1,684円

季節の花々を使って
レイをつくり、新しい
花 の 魅 力 を 発 見
する講座です。
今回は初夏のさわ
やかな風にグリーンのお花がぴったり。
ラフィアを巻いて作るWILIスタイルの
レイです。

（月）

5
13／ 生花のレイメイキング

UMAHANA　大谷 幸生

■ 19：00～21：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円 【教材費】4,320円

（日）

3
31／ 古代エジプト

ヴァーチャル・ツアー
名古屋大学准教授　河江 肖剰
世界遺 産でもある、
古代エジプトの主要
な 3 つ の 遺 跡（ メン
フィス、古代都市テー
ベ、ヌビア遺跡群）を
旅 するような 形で 、
3,000年に及ぶ王朝史
について語ります。
■ 10：30～12：00
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（日）

5
19／ 300種以上のバラが咲き誇る！

福島競馬場 満喫講座
JRA福島競馬場担当者
福島競馬場ローズ
ガーデンで、鮮や
かに咲き誇るバラ
を鑑賞するほか、
ふだん入ることの
で きない 検 量 室
や本馬場を見学。誘導馬とのふれあいや
競馬教室付きの1日満喫講座です。
■ 10：00～16：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,348円

J R A 福 島 競 馬
場 の 特 別 室 を
使 用して、競 馬
ビ ギ ナ ー の 女
性 に 競 馬 の 魅
力 か ら 馬 券 の
購入方法までわかりやすくお伝えし
ます。

（日）

4
21／

（土）

6
8／

（日）

7
7／

（土）

4
20／

女性のための
競馬入門・実践編

中央競馬ピーアールセンター　スタッフ

■ 10：00～16：30 ■ お弁当代1,500円
■ 【会員】972円 【一般】1,296円

（土）

3
9／ 野口美惠のフィギュア解説

「チーム・ブライアンの秘密」
スポーツジャーナリスト　野口 美惠
フィギュアスケートの
コーチと選手、どのよう
な絆で結ばれどのよう
な戦略で戦いに挑んで
いるのでしょうか？数々
の金メダリストを育て上
げたチーム・ブライアン
の秘密に迫ります。
■ 11：00～12：30
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（日）

5
26／ 半澤鶴子の茶事行脚

～「人生に愛されるとは」～
出張茶事専門家　半澤 鶴子
2016年5月に放送
されたETV特集

「女ひとり 70歳
の 茶 事 行 脚」は
大きな反響があり
6 回 アンコール
放送されました。「人生に愛される」と
は？半澤さんにその機微を伺います。
■ 15：30～17：00
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（日）

3
10／ 長久保部長と小海途（神）

の「撮ってもいい？話」
スポーツニッポン新聞社編集局 写真部

長久保 豊、小海途 良幹
数々の名ショットを撮影
し、新聞1面を飾ってきた
お二人を講師にお迎えし、
世界の舞台で活躍する選
手達の臨場感あふれる写
真とともに、貴重なエピ
ソードをご紹介します。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,931円 【一般】4,492円

英語上達の方法をお伝えします

大人の趣味・ライフスタイルの発見！

（土）

4
13／ 超絶技巧！天才絵師・

伊藤若冲のヒミツ
ＮＨＫ番組プロデューサー　小山 靖史
この春、福島県立美術
館で伊藤若冲展が開か
れます。天才絵師と言
われる若冲の秘技のす
ごさや、今なお多くの
人々を魅了してやまな
い独創的な作品の魅力
についてお伝えします。
■ 14：30～16：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

平成最後の年末を
彩る夢の祭典紅白
歌合戦は、盛り上が
りを見せて大好評
でした。放 送では
わからない感動の舞台の陰の奮闘や、
こぼれ話などをお話しします。

（土）

3
30／ 平成最後の紅白歌合戦

感動の舞台裏
ＮＨＫ番組プロデューサー　渋谷 義人

■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

（土）

6
8／ 芳村真理の

一生、美しく。
メディアパーソナリティー　芳村 真理

「大丈夫よ、年齢は!」
83歳にして、若さと美しさ
を保ち続ける芳村さんの
美と心の習慣をお話して
いただきます。
いくつになっても《変わ
れる楽しさ》を存分に
楽しみましょう。

①爪と心がキレイ
に なる「 育 爪セラ
ピー」をやってみま
しょう。
②3つの育爪習慣
で素の爪を「きれい
な形・ピンクが大きい・健康で丈夫」に
育てましょう。

■ 10：00～11：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（日）

6
16／ 英語は朗読でうまくなる2

―英語で挑戦！日本の名作―
元NHKWORLD 英語アナウンサー・バイリンガル朗読家　青谷 優子
元NHK国際放送アナウ
ンサーで英語朗読家の
青谷優子さんが、「朗読」
を通じ「聞き手の心を動
かす英文の読み方」を伝
授します。朗読ははじめ
てという方からご受講
いただけます。
■ 13：00～16：10
■ 【会員】6,739円　【一般】7,862円

（土）

3
30／ 同時通訳者の

英語学習法
Lily’s TranSupport代表　莉々 紀子
同時通訳者・会議通訳
者として第一線で活躍
する講師が、リスニング
力や会話力をつける
ためのトレーニング
法をご紹介します。
英語力を高めたい方
は必見です。
■ 13：30～15：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（土）

6
22／ 大久保信子流！スマートに

見える着物の着こなし
きものスタイリスト　大久保 信子
舞台女優の着 付けも
担当する講師が、着く
ずれしにくく、すっきりと
見える着付けのコツを
お話しします。余分は
省き、多くの人々 が培って
きた 知 恵とセンスで
着物を楽しみます。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（日）

6
16／ 古代ギリシャの科学にせまる

ギリシャ神話研究家　藤村 シシン
2000年以上前、地球の大き
さを正確に測り、宇宙の大き
さに思いを馳せ、自動ドアや
自動販売機、蒸気機関まで発
明した人々がいた。ヘレニズ
ム期の古代ギリシャの科学
に迫り、現代の私たちと考え
方がどう違うかを探ります。
■ 13：30～15：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（金）

4
12／ 知られざるタータンチェック

とスコットランドの魅力
フリーランスライター・編集者　奥田 実紀
タータンは普通のチェッ
クとは違い、歴史と文化
が 詰まった特 殊な柄。

『タータン展』開催にあわ
せ、タータンの知られざる
魅力と、タータンを育んだ
スコットランドの魅力を
お伝えします。
■ 15：30～17：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

（金）

4
12／ 紅茶も国産が一番！

和紅茶の魅力
フリーランスライター・編集者　奥田 実紀
日本でも国産の紅茶が作
られており、その生産者
は年々増えています。和
紅茶の背景を知り、外国
産の紅茶との違いを知り
ましょう。さまざまな品種
の個性的な紅茶のテイス
ティングをご用意します。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【教材費】400円

（土）

5
18／ 「“樹木希林”を生きる」

から学んだもの
ＮＨＫ番組ディレクター　木寺 一孝

■ 13：00～15：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

フィギュアスケートやスポーツの魅力をお伝えします

ＮＨＫ番組制作の舞台裏に迫ります 

（水）

6
26／ ①爪と心を癒す「育爪Ⓡセラピー」

②育爪Ⓡ講座 ～美しい爪の育て方～
育爪サロン ラメリック主宰　嶋田 美津惠

■ ①12：30～14：30 ②15：00～17：00
■ 各【会員】3,369円 【一般】3,931円 【教材費】別途

（土）

5
11／ NHKスペシャル

“安室奈美恵最後の告白”
ＮＨＫ番組ディレクター　座間味 圭子

■ 13：30～15：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

オペラ最高傑作
の 一 つ「 ワ ル
キューレ」がMET
ライブビューイ
ングで上映され
ます。長大で難解と言われる作品を解
説し、理解を深めます。希望者には優
待鑑賞券を販売します。

（土）

5
11／ 現役指揮者の解説で

味わう「ワルキューレ」
指揮者　本多 優之

■ 13：00～15：00
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（土）

5
25／ ホロスコープ占星術

太陽と月
占星術研究家　鏡 リュウジ
西洋占星術の世界を
ご案内します。星占い
から一歩進んで、星の
世界を味わうホロス
コープ占星術の初歩を
ご紹介。今回はホロス
コープの鍵である太陽
と月に注目します。
■ 10：00～12：00
■ 【会員】4,492円 【一般】5,054円

（土）

5
25／ タロットで探る

心の世界
心理占星術研究家　鏡 リュウジ

■ 13：30～15：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（水）

5
1／ 新しい時代の夜明けを空から

新元号 初日の出フライト
５/１、新元号の初
日の出を空からお
迎えしませんか。全
席窓寄りの貸切フ
ライトをご用意しま
した。ぜひこの機会
に新たな時代の到来をお祝いしましょう！

■ 3：00～8：00　■ 【2人1組】128,000円

タロットには数百
年の歴史があり、
次第に心の世界
を探るツール へ
と変貌しました。
深 層 心 理 学 と
タロットの関わりや、タロットを自分を
見つめるツールにする方法を考えます。

（月）

3
11／

無料講座

東日本大震災の発災
時刻に合わせて、復興
支 援ソング「花は咲
く」を全国のNHK文
化センター教室で同時に合唱します。

みんなで歌い、明日へつなげよう！

復興支援ソング「花は咲く」
声楽家　姉歯 けい子
ピアニスト　菊池 朋子

■ 13：30～15：00
■ 無料ですがお申し込みをお願いします

（日）

2
24／

無料講座（まだ間に合います）

知って得する「相続・遺言」の基本的な法律に関するセミナーです。定年退職された方、相続・遺言について考え始めた方、法律に興味をもっている学生の方など、たくさんのご参加をお待ちしています。

備えあれば憂いなし!?
～相続・遺言セミナー～
弁護士　三瓶 淳（法テラス宮城副所長）

■ 13：00～14：30
■ 無料ですがお申し込みをお願いします

（土）5 25／ （土）・6 29／ （土）・7 27／

佐伯チズの美肌塾
美容家・美肌顔師　佐伯 チズ
自分の肌を知り自分
を好きになるホームケ
ア。クレンジングから
ローションパック、そ
してスペシャルケアま
で美肌になれるすべ
てを佐伯チズさんが
直接指導します。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】13,478円 【一般】15,163円  【教材費】3,240円

3回集中

（土）

6
15／ 自分の持ち場で

一生懸命
陸奥国分寺住職　村山 裕俊
いくつになっても輝い
て生きるために、大切
なことは何でしょう？
和顏施（わがんせ=笑
顔がお布施になる）と
言う言葉を大切に生
きる村山裕俊師にお
話を伺います。
■ 10：30～12：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

（土）

6
29／ やくみつる流

人生の楽しみ方
漫画家　やくみつる
相撲通、クイズ王、昆虫
好き、秘境探検など、
いろいろな分野に精通
し、多彩な趣味をもっ
てアクティブに活躍
するやくさんに、人生を
楽しく生きるこつを
お話いただきます。

■旅行実施・お申込み・お問い合わせ
　㈱日放ツーリスト 観光庁長官登録旅行業665号
　03-3481-7666　担当：酒寄、矢沢
　※詳細はパンフレットをご請求ください■ 13：00～14：30

■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（日）

4
7／ 元号から

読み解く日本史
京都産業大学 准教授　久禮 旦雄

■ 10：30～12：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

元号の歴史、元
号 に 委 ね ら れ
た当時の人々の
思い、現在の元
号 制 定 の プ ロ
セスなど、元号
を巡るさまざまな歴史とエピソード
をお話しいただきます。

世界中を駆け抜けながら、
MLBやフィギュアスケート
など様々なスポーツを撮影
している田口さんに、アス
リートの何が人々を惹きつけ
るのか、記憶に残る写真や
エピソードを踏まえながら
お話しいただきます。

（土）

7
27／ 被写体としての

アスリートの魅力
写真家　 田口 有史

■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,931円 【一般】4,492円

（日）

4
7／ 皇位継承

宮中行事の今と昔
京都産業大学 准教授　久禮 旦雄
皇位継承に伴い、宮中で
はどのような行事が行
われるのでしょう？また
長い歴史の中で、どのよ
うな変遷をたどってき
たのでしょうか？皇位継
承に伴う行事を解説し
ていただきます。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

©Vincent Peters/
Metropolitan Opera

（日）

7
28／ 気鋭のヴァイオリニスト

大江馨の挑戦
ヴァイオリニスト　大江 馨
大江さんは仙台市出身。
数多くの賞を受賞し、さま
ざまな著名指揮者との共演
で活躍しています。ドイツ
に留学して研鑽中の大江
馨さんに、ドイツでの生活
やクラシック音楽の魅力
について伺います。
■ 10：30～12：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

バラの香りの手作り石けん
レイの手作り石けん　清水 玲子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 1,944円

バラのエッセンシャル
オイルとピンククレイ
を使った石けんです。バ
ラに華やかな香りがし
ます。肌や環境に優し
い石けんです

4/14（日） 10：00～12：00

認知症ケア指導管理士試験（初級）
直前模擬試験解答・解説講座

（財）職業技法振興会　資格取得キャリアカレッジ公認講師

■ 会員・一般 10,000円 テキスト代 2,160円

認知症ケア指導管理士は、
認知症ケア等の知識の習
得を目指す資格です。
1万5千人を超える資格所
有者が活躍しています。

6/30（日） 10：00～16：00

切らずに造って着付けに2分・造り帯教室
～お手持ちの袋帯か名古屋帯～

さくら着物工房公認講師　齋藤 久子

■ 会員6,800円 一般7,360円 教材費900円

「着物をもっと気軽に着たい！」
そんな願いを叶えます。お手持ち
の帯を切らずに造ることができ
ます。装着は２分ででき簡単。
留めた糸を取れば元の帯に戻ります。付け方の練習も
ナゾナゾ？皆さん「アッ」と驚く歓声をあげられます！

6/9（日） 10：30～15：30

ラフィアの帽子を作る
帽子作家　山田 瑠璃

■ 会員 6,650円 一般 7,150円 教材費 7,560円

ヨーロッパの伝統的
な製作方で、木型を使
用してラフィアの帽子
を作ります。採寸をし
ますのでぴったりでオ
リジナルの帽子がで
きます。

6/19（水） 13：00～17：00

　麺つゆ作り教室
だしソムリエ認定講師/蕎麦つゆマスター　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 800円

麺つゆの作り方（かえ
し、だし取り）を学びま
す。麺つゆだけでなく、
煮物や様々な料理に活
用できます。つけ汁、か
け汁、他料理１～２品の
デモ＆試食付きです。

6/10（月） 13：00～15：00
　美味しく薬膳①春のデトックス編

国際中医師/国際薬膳師　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 500円

中医学の観点からの
養 生 法を学び ます。
舌診で体質チェック、
薬膳、ツボについての
講義と薬膳茶＆スイー
ツの試食付きです。

4/19（金） 13：00～14：30
　美味しく薬膳②梅雨のむくみ編

国際中医師/国際薬膳師　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 500円

冷えやむくみでお悩
み の 方 、中 医 学 の
観点から食事やツボ
など養生法を学び
ます。薬膳茶&スイー
ツの試食付きです。

5/17（金） 13：00～14：30
　韓国風のり巻き・キンパ！
語学スクールDonaBona代表　李 恵領

■ 会員 3,024円 一般 3,456円 教材費 1,200円

韓 国 風 の り 巻 き
「 キンパ 」（ キムは
「のり」、パプは「ご飯」
の 意 ）は見 た目も
鮮やか、韓 国で は
人気の家庭料理です。多種類の具材と、
ごま油で作る本場の味をお楽しみ下さい。

6/21（金） 11：30～13：30

日差しに春を感じ
たらス カーフの 出
番！初めての方にも
簡単に出来る、この
春お勧めの結び方
をご紹介します。

春のスカーフレッスン
スカーフアレンジメント振興協会認定講師　竹本 恵子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円

4/13（土） 13：00～14：30
色彩心理１日体験講座
ファッションカラーコーディネーター　三塚 由美子

■ 会員 2,850円 一般 3,350円 教材費108円

選んだ色でその日の気分が
わかる？
色が持つ意味と効果を学
び、楽しくてちょっと恐い、
色彩心理の世界を覗いてみ
ませんか？

5/25（土） 10：00～12：00
見つけよう！マイカラー

JPCAパーソナルカラーアナリスト®　野口 典子

■ 各回 会員 3,153円 一般 3,715円 教材費 220円

お一人ずつ、お似合いの色「マ
イカラー」を診断します。分析
後には、お似合いのリップカ
ラーやチークカラーもご提案
します。マイカラーを知って、
おしゃれに役立てましょう！

A 4/17（水） 13：00～15：00
B 4/17（水） 15：30～17：30

椿オイルとスイートアーモンドオイルの
石けん作り

レイの手作り石けん　清水 玲子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 864円

人 気 の 椿 オ イ ル と
スイートアーモンド
オ イ ル を ５ ％ ず つ
配合した石けんです。
肌や環境に優しい石
けんです。

6/3（月） 10：00～12：00

ジュエリーエンブロイダリー
くるみボタンブローチ～スプリングブーケ～

コスチュームジュエリー教室 Rosy Drops主宰　鈴木 博子

■ 会員 2,500円 一般 3,000円 教材費 1,944円

６色の布地からお好
みの色を選び、色と
りどりのブーケを刺
繍して春色のブロー
チを作りましょう。

4/14（日） 10：00～12：00

コスチュームジュエリーメイキング
鎖編みのネックレス～トゥインクル～

コスチュームジュエリー教室 Rosy Drops主宰　鈴木 博子

■ 会員 2,500円 一般 3,000円 教材費 2,808円

ビ ー ズ を 入 れ た 鎖
編みで、優しい色合
い の 透 明 感 の あ る
ネ ッ ク レ ス を 作 り
ましょう。

4/8（月） 10：00～12：00

ニードル刺繍ミシンを使って
通園・通学バッグを作ろう

アトリエAKIKO　武田 彰子

■ 各回 会員・一般 5,000円 教材費 各750円

ニードル刺繍ミシンを
使って、2タイプの通園・
通学バッグを作ります。
仕上げまで指導します。
会場：アトリエAKIKO

3/22（金）、23（土）24（日）、25（月） 10：00～16：30

ニードル刺繍ミシンで
ジャンパースカートやベストを作ろう

アトリエAKIKO　武田 彰子

■ 各回 会員・一般 12,000円 教材費込み

ベストやジャンパースカート
を 作って 、ニードル 刺 繍
ミシンでお好きな刺繍を
してみませんか。ファスナー
の付け方もご指導します。
会場：アトリエAKIKO

3/22（金）、23（土）24（日）、25（月） 10：00～16：30

紅茶の基本のレッスン
～美味しい紅茶の淹れ方～

仙台紅茶教室Lily's tea主宰　柴田 リリ

■ 会員 3,369円 一般 3,715円 教材費 1,000円

紅茶の産地や保管方
法、自宅で気軽に楽
しめる美味しい紅茶
の淹れ方などをお伝
えします。

6/8（土） 10：30～12：30

～人気のインテリアフラワー～
ハーバリウム資格取得講座

ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 各回 会員 3,300円 一般 3,800円 教材費 14,000円

人気のハーバリウム講師
資格を1日で取得できる
講座です。3作品の製作と、
専門知識を学び３時間の
受講でスペシャリストに。

A 4/6（土） 13：00～16：00
B 5/29（水） 13：00～16：00

東京心理教育研究所　千葉 伸子

■ 会員 3,466円 一般 3,800円

短時間に効率よく緊張を
緩和し、不安やストレスを
取り除いていく訓練法です。
集中力を高め、能力の向上
にもつながる心理・生理学
的な方法を身につけましょう。

4/13（土） 10：00～12：00
心身の健康のために 自律訓練法

厚紙を組み立て、インポート
生地などを貼ってトレイを
作ります。お好みのリボンや
ブレードなど選んで装飾い
ただけます。カット済のキット製作なので、初め
ての方でも楽しくお作りいただけます。

カルトナージュ
～素敵な生地で作るミニトレイ～

ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 会員 3,000円 一般 3,500円 教材費 540円

3/13（水） 10：00～12：00

城郭発掘のエキスパートである
講師が、仙台城や金沢城、熊本
城などの石垣の構造をメイン
に、それぞれの城郭の歴史や特
色を、絵図や現況、発掘調査の成
果を交えて楽しく解説します。

城を解剖する！
～城郭考古学のススメ～

仙台市富沢遺跡保存館/地底の森ミュージアム館長　金森 安孝

■ 会員1,000円 一般1,000円

6/8（土） 13：00～15：00

オーブ ン不 要 。ト ース
ターやフライパンで焼く、
今大人気のおうちパンの
作り方をお伝えします。
シンプルな材料なので、
ご家庭で簡単に焼けて、毎日のお食事
パンや、子供のおやつにもぴったり。

おうちパン講座～あんぱん～
アトリエシエル主宰　香川 桂子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 1,500円

5/12（日） 10：00～12：00

四季を彩るヴェネツィアンビーズの魅力

■ 会員 2,500円 一般 3,000円 教材費 3,240円

イタリア・ムラノ島 で
ガラス作りの伝統を受け
継ぐ７つの工房から直輸入
するヴェネツィアンビーズ
を使って、技法や創作力
を学び、ビーズの歴史や種類などの知識や
文化もお伝えします。

6/1（土） 13：00～15：30
ヴェローナ 仙台アトリエ講師　鈴木 理恵

プロが教える東洋医学でセルフケア
～目の疲れ（眼精疲労）を改善！～

はり処 愈鍼（ゆしん）院長　小泉 直照

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 600円

長時間のパソコン作業や、年齢な
どからくる辛い目の疲れ。自分で
解消できるようにしませんか？東
洋医学のプロがNHK「あさイチ」
や「ためしてガッテン」でも紹介
されたセルフケアを教えます！

6/22（土） 13：00～14：30

さとみの漬物講座～春編～
さとみの漬物講座企業組合　新関 さとみ

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 1,404円

NHK「ひるはぴ」でおなじみ
の新関さとみ先生と「きゅう
りのパリパリ漬け」を漬けて
みませんか。浅漬けよりも日
持ちがして、古漬けよりも手
軽に出来ます。最後に季節の
お漬物の試食会があります。

4/23（火） 10：00～12：00

仙骨を立て歪みのない姿勢へ
～食とヨーガでプチデトックス～

ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 各回 会員・一般 2,500円

体の中心を支える仙骨が正しい位
置にあれば歪みのない姿勢が保て
ます。しかし、多くの人が仙骨が前
傾しています。仙骨を立て、正しい姿
勢をと呼吸法を身につけましょう。

Ａ 5/25（土） 15：20～17：20
Ｂ 6/22（土） 15：20～17：20

論語を楽しむ
～長編小説としての魅力～

弘前大学教授　山田 史生

■ 会員 2,365円 一般 2,926円

論語は断片的な言葉の集まり
のように見えますが、よく読む
と長編小説のような趣を持っ
ています。当時の時代背景も
考えながら、「長編小説」とし
ての論語を味わってみます。

3/30（土） 13：00～14：30

バラのある暮らし
～初夏から秋のお手入れ～

ローズアドバイザー　久保田 慎一

■ 会員 2,926円 一般 3.369円

まもなくバラの季節です。花が
らの切り方、肥料のあげ方、消
毒薬の使い方、夏剪定のし方
などを、具体的にお話ししま
す。バラ苗の買い方・育て方に
ついても、アドバイスします。

4/20（土） 15：00～16：30

災害と考古学
デンマークシンポジウム参加記

仙台市教育委員会文化財課専門員　斎野 裕彦

■ 各回 会員500円 一般500円

世界では災害と考古学の研究がどの
ように行われているのでしょうか？特
に過去の津波研究は、どこまで進ん
でいるのでしょうか？専門家である
講師が最新の状況をお伝えします。

夜クラス 3/8（金） 18：30～20：00
昼クラス 3/16（土） 13：00～14：30

1日ワイン講座
～入門編・赤ワイン～

シニアソムリエ　松本 章

■ 会員 2,365円 一般 2,926円 教材費 4,000円

シニアソムリエの講師が、品種
の特徴、マナー、テイスティング
と表現の仕方など、これからワ
インを楽しむ人のために基本
をお教えします。今回は赤ワイ
ンの品種による違いです。

3/3（日） 10：30～12：00

A 2/28（木） 10：30～12：00
B 3/31（日） 15：00～16：30

自分でできる腸もみ健康法Ａ・Ｂ

腸セラピスト　吉川 祥子

■ 各回 会員 2,926円 一般 3,369円

ただ腸をもむことで、ポッコリ
お腹がスッキリ、健康にも良い
という「腸もみ」が話題です。便
秘解消、免疫力向上、美肌効果
などが期待できる腸もみと腸
のあれこれをお伝えします。

これからお出かけが楽
しくなる季節。でも足の
トラブルがあると楽し
さも半減ですね。外反母
趾の予防と改善を中心
に、足トラブルの解決法をお伝えします。

外反母趾の予防と改善
仙台巻き爪矯正院・足靴アドバイザー　寺建 文博

■ 会員 2,926円 一般 3,488円

3/31（日） 10：30～12：00A 2/28（木） 14：30～16：00
B 3/31（日） 13：00～14：30

官足法～足もみ健康法～Ａ・Ｂ

KMR式官足法指導員　吉川 祥子

■ 各回 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 900円

足裏にある臓器の反射区を
専用の棒を使って揉みほぐす
ことで、老廃物が流れ全身の
機能が元気になります。体調
不良にお悩みの方、足を揉ん
で健康を取り戻しましょう。

心を整える塗り絵『観音経』
釈尾会仏画教室講師　細谷 智晴

■ 会員 2,980円 一般 3,315円 教材費 800円

「延命十句観音経」を鉛筆
で写経して、観音さまの塗
り絵をしてみませんか。いつ
の間にか、心が静まってい
ることに気がつきます。

3/16（土） 13：00～14：30

教会で聖歌を
仙台基督教会聖歌隊指導者　竹石 由美子

■ 会員 2,980円 一般 3,412円

教会の神聖な雰囲気
とオルガンの 美しい
音 色 の 中 で 、聖 歌 を
歌ってみませんか。聖
歌やキリスト教 文化
の解説なども交えて、いつもと違う一日
をお過ごし下さい。

4/12（金） 13：30～15：00

春先の鉢植え管理
園芸家　大里 正樹

■ 会員 2,592円 一般 3,153円

アジサイ、ツバキ、サザン
カなどを鉢植えで育てる
ときに、春先に行いたい作
業と年間の管理法につい
て、経験豊富な園芸家がわ
かりやすくお伝えします。

3/30（土） 10：30～12：00

なかなか聞けない「お墓」の話
(株)清月記 一級葬祭ディレクター　吉田 健二

■ 会員 2,592円 一般 2,926円

お墓を作る費用はどのくら
い？遠方にあるお墓を移す
にはどうすればいい？お墓を
作らないことはできる？なか
なか聞くことの出来ない、現
代のお墓事情を解説します。

3/23（土） 10：30～12：00
　おから味噌作り
おから再活プロデューサー　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 1,500円

火を使わずに混ぜるだけ
の お から 味 噌 を1k g 作
り、ご家庭で発酵させて
いただきます。おから味
噌を使った料理3品もご
試食いただけます。

3/15（金） 13：00～15：00

「タッカンマリ」は鶏一
羽を丸ごと煮 込 んだ、
ダイナミックな韓国の
鍋料理です。美 肌のも
とコラーゲンやビタミン
が豊富で女性にも大人気。〆はカルググス

（韓国式うどん）です。

　韓国の鍋料理タッカンマリ

■ 会員 3,024円 一般 3,456円 教材費 1,000円

3/8（金） 11：30～13：30
語学スクールDonaBona代表　李 恵領

　健康素材・麹の活用法
石巻・島津麹店　佐藤 光宏、佐藤 憲光

■ 会員 2,926円 一般 3,261円 教材費 600円

いま麹が健康食品として
注目されています。震災被
害を乗り越えて、新たな麹
製品作りに取り組む伝統
の麹店オーナーに、おいしく
て健康にもいいレシピを
紹介していただきます。

4/9（火） 13：00～15：00

美と健康作りは「見た目
美ライン」が大事です。
足先・足指・足裏は体の
土台となる筋 肉です。
１ミリ単位で足の動きを
矯正していきます。

全ての動きは
はじめの一歩から！

日本女子体育短大舞踊学科卒　吉川 知慧

■ 会員 1,620円 一般 1,920円

3/23（土） 13：00～14：00

プチ速読
お手軽・簡単・挫折なし！100％体感～

能力開発メンタルトレーナー　池江 俊博

■ 各回 会員 4,500円 一般 5,000円 教材費 50円

飛ばし読みや斜め読みでは
ない、内容の理解と記憶そ
のままなのに目からウロコ
の体感１００％と評判の速
読法です。

A　3/22（金） 10：00～12：00
B　4/7（日） 14：30～16：30

加藤俊朗の呼吸法レッスン
国際フェルデンクライス連盟認定公認講師かとうメソッド
代表、厚生労働省認定ヘルスケア・トレーナー　加藤 俊朗

■ 13：00～15：00
■ 【会員】3,715円 【一般】4,276円

詩人・谷川俊太郎さん
との共著『呼吸の本』で
注目されている加藤俊
朗さんに、講義と実技
をまじえて呼吸法を教
えていただきます。

世界一伸びる 柔軟講座
PTI認定プロフェッショナルフィジカル
トレーナー　中野ジェームズ修一

■ 13：00～14：30
■ 【会員】5,616円 【一般】6,177円

ＮＨＫ「趣味どきっ！」に
出演、一流アスリートから
絶大な支持を得る講師
が、「柔軟」を楽しく徹底
解説＆実践指導します。

誰でも簡単！開脚～フロアバレエという魔法
元東京バレエ団
佐々木 達也

■ 14：30～15：30　左右開脚編
■ 15：45～16：45　前後開脚編
■ 各【会員】3,034円 【一般】3,369円

入会金のご案内
特別講座や1日講座を

複数回受講される方は、
入会された方がお得です。
満70歳以上の方は
入会金無料

一般4,000円＋消費税
学生1,500円＋消費税

　和食作法と贈答品や熨斗のマナー

■ 会員 5,400円 一般 5,940円 教材費 4,000円

日本が世界に誇る『和食』
文化、その作法を美味しい
会席料理を愉しみながら
学びます。又『今更人に聞
けない贈答品や熨斗の作
法』についても同時に学ぶ
二部構成です。

7/27（土） 11：10～14：30
マナー・プロトコール検定一級 日本酒学講師　川島 ゆう子

～日本仏教の原点～
都市鎌倉と仏教

山形大学人文学部教授　松尾 剛次

■ 会員 2,473円 一般 3,034円

観光地としても知られる鎌倉です
が、都市構造と新旧の仏教界の関係
が大きく関わっています。日本仏教
の原点ともいわれる鎌倉時代の仏教
の謎に迫ります。仏教の素朴な疑問
も交えて、楽しみながら語ります。

5/11（土） 10：30～12：00

～アロマの香りに包まれて～
ロールオンタイプのコロコロン作り

アロマトリートメントサロン E-sprit代表　菊池 馨

■ 会員 2,386円 一般 2,948円 教材費1,000円

ケモタイプ精油で自分
好みの香りをセレクト!
持ち運びもできる、ロール
オンタイプのアロマで
香りに癒されてみません
か。

4/19（金） 19：00～20：30

©育爪サロン ラメリック

©Shigeto_Imura

ヨーガと薬膳 冬から春へ
～食とヨーガでプチデトックス～

ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 各回 会員・一般 2,500円

季節は陰から陽へ―。春の薬
膳と背骨・骨盤・股関節の動き
をスムーズにするヨーガで、
冬の間に溜め込んだ老廃物
を排出し、動きやすく、疲れに
くい身体へ。

3/23（土） 15：20～17：20

1日講座
　は外部会場で

実施する講座です

12019 年 4 月期全講座案内 2019 年 2 月 21 日発行満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内8 このマークのある講座は、夜に開催する講座です。

●NHK文化センターは原則会員制です。入会金は4,000円＋税です。（満70歳以上の方は無料・学生1,500円
＋税）有効期限は3年間。期間後も継続して受講する場合の更新料は無料。会員証は全国のNHK文化セン
ターでご利用いただけます。

●受講料は全額前納です。期間の途中から受講する場合は、残りの回数分をお支払いください。
●教材費の表記がない講座についても別途必要になる場合があります。
●ほとんどの講座は見学でき、講座によっては体験受講ができます。時間や料金などは講座により異なります。
●講師の都合などで講座回数、日程、時間を変更することがあります。
●受講者が極端に少ない場合、講師や当教室のやむを得ない事情などにより、講座を中止することがあります。

●料金のお支払いは、現金、クレジットカード、振込（郵便局・コンビニエンスストア）、ホームページでのクレジッ
トカード支払（一部講座を除く）が利用いただけます。振込には別途手数料がかかります。

●講座は事由によらず受講の解約ができます。但し、一講座につき手数料（200円＋税）と解約をお申し出いた
だく時期によりキャンセル料（受講料の10%～20%）がかかります。解約手数料、キャンセル料とも、お支払い
いただいた受講料から差し引かせていただきます。

●入会金は原則払い戻しいたしません。教材費はすでに注文が済んでいる教材分等については払い戻しできな
いことがあります。

●講座案内などに表記している入会金、受講料等には消費税が含まれています。

入会と受講のご案内（受講規約抜粋）

開講中の講座はご見学、途中からの受講ができます（一部講座を除く）。お気軽にお問い合わせください。ホームページから受講のお申込みもできます。

NHK文化センターはお客様の個人情報
の機密保持に万全を期しています。お客
様の個人情報は、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、お客様のサービス向
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。

個人情報保護について

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。

2月21日（木）9:30
〒980-0822 仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング2階
地下鉄利用▶「勾当台公園駅」下車。徒歩7～8分
バス利用▶仙台駅前60番のりば（市営バス）
　　　　　定禅寺通り経由・交通局大学病院行き「メディアテーク前」下車
月～土／ 9：30～20：00　日／ 9：30～15：00

【所 在 地】
【アクセス】

【受付時間】

〒980-0822 仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング2階
地下鉄利用▶「勾当台公園駅」下車。徒歩7～8分
バス利用▶仙台駅前60番のりば（市営バス）
　　　　　定禅寺通り経由・交通局大学病院行き「メディアテーク前」下車
月～土／ 9：30～20：00　日／ 9：30～15：00

【所 在 地】
【アクセス】

【受付時間】

受付開始

仙台教室
2019年4月期

お申し込み・お問い合わせは、電話・ホームページまたは窓口で

022-224-4811
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バス停「メディアテーク前」
仙台市民会館

NHK文化センター
仙台教室
橋本ビルヂング2F

メディア
テーク 宮城県民会館
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市営バス停留所
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第一生命ビル
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定禅寺通り
●橋本クリニック

せんだいメディアテーク向い

＜定禅寺メディアステーション＞
　時　間：午前10：00～午後5：00
　休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
　T E L：022-211-1001

＜主演＞

＜放送＞
日曜 午後８時（総合）
 午後６時（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ）
 午前９時（BS4K）

（再放送）土曜 午後１時５分（総合）
  午前８時（BS4K）

作
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 宮藤官九郎
 大友良英
 横尾忠則
 ビートたけし
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　 まほろばの里に“日本のアンデルセン”を訪ねる
　 ―ふるさとの文化と味再発見―　

1年で学ぶ東北の幕末維新

■ 第3月曜 13：30～15：00（初講日4/15）
■ 8,942円（3か月3回）

2018年は「戊辰戦争
150 年」の年でした。
講師がこれまで行って
きた 東 北 の 視 点から
みた幕末維新・戊辰戦争
の歴 史 解 説を、12回
の講座に凝縮してお伝えします。

東北大学大学院文学研究科学術研究員　栗原 伸一郎
古文書で知る仙台 地域の歴史を読み解く
仙台市博物館学芸普及室嘱託　倉橋 真紀

■ 第2・4木曜 13：00～14：30（初講日4/11）
■ 18,208円（3か月6回）

私たちの地域には、解読
されていない古文書が
まだまだ残されています。
古文書解読の基礎を学び、
地域の歴史発見を一緒に
楽しみましょう。

せんだい歴史歳時記
郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 第1火曜 13：00～14：30 （初講日4/2）
■ 会員 8,942円 一般 9,946円（3か月3回）

仙 台 の 歴 史 研 究 に 長 く
携わってきた講師が、その月に
関わりのある歴史的トピック
を取り上げ、歳月の流れの
中で埋もれつつある歴史の
一幕に光を当てます。

筆武将・伊達政宗のメッセージ
歴史家（元・仙台市博物館長）　佐藤 憲一

■ 第2・4月曜 13：00～14：30（初講日4/8）
■ 17,884円（3か月6回）

政宗は1,000通を超える
直筆の手紙を残し、「筆武将」
とも呼ばれています。手紙で
何を伝えようとしたのか？
研究の第一人者が、その謎に
迫ります。

中世・伊達氏とその世界
～「伊達治家記録」を読む～
東北福祉大学大学院 嘱託教授　岡田 清一

■ 第3木曜 10：00～12：00（初講日4/18）
■ 17,560円（6か月6回）

中～近世の南奥羽の歴史
は、伊達政宗を避けては考
えられません。政宗の事蹟
を仙台藩の正史「貞山公治
家記録」と政宗の書状から
読み解いていきます。

万葉集・人間模様
宮城学院女子大学名誉教授　犬飼 公之

■ 第3金曜 10：30～12：00（初講日4/19）
■ 17,560円（6か月6回）

万葉集は現存するわが国最古の
歌集。千数百年の時空を超えて、
万葉人のことばと心にふれあう
文学の旅に出かけてみませんか。

神話への旅「古事記」を読む
宮城学院女子大学名誉教授　犬飼 公之

■ 第2金曜 10：30～12：00（初講日4/12）
■ 17,560円（6か月6回）

和 銅 五年 ( 712 年 )古 事 記 が
書かれてから1300年あまり。
天地開闢からはじまる古事記
神話の壮大なドラマを読み解き
ます。

大向う歌舞伎噺
～歌舞伎の楽しみ方～
歌舞伎大向弥生会　大須賀 豊

■ 指定火曜 18：30～20：30（初講日4/2）
■ 19,569円（6か月6回）

芝居にちなんだお菓子をいた
だきながら、毎月の演目を解説、
豆知識からとっておきの役者の
噺まで・・・。通の方もこれから
ご覧になる方も、歌舞伎の世界が
広がります！

歌舞伎の魅力
～これから歌舞伎を楽しむために～
歌舞伎大向弥生会　大須賀 豊

■ 第1・3火曜 13：30～15：30（初講日4/2）
■ 17,560円（3か月6回）

演目解説、豆知識から、とっておき
の役者の素顔まで、これから
歌舞伎をご覧になる方も通の
方も、歌舞伎の世界がより広がり
ます。

源氏物語を楽しむ
元東北大学大学院助手、文学博士　齋藤 奈美

■ 第2・4火曜 10：30～12：00（初講日4/9）
■ 35,121円（6か月12回）

「源氏物語」を音読
して、解説していき
ます。千年読み継が
れてきた文章の美し
さに触れ、登場人物
たちの生き方や思いを感じ取ってみませ
んか。

王朝のみやびな舞台を、
きらめく感性と軽やかな
才知で駆け抜けた清少
納言。美を一瞬でとらえ
るピュアな詩心、栄華の
記憶に秘めた鎮魂の祈り
が、千年を超えて新たな感動をもたらします。

いとをかし「枕草子」

■ 第2水曜 13：30～15：00（初講日4/10）
■ 17,560円（6か月6回）

古典文学説きがたり　青野 澄子

▲風俗博物館

仏像への旅
東北大学大学院文学研究科教授　長岡 龍作

■ 第3金曜 10：30～12：00（初講日4/19）
■ 8,780円（3か月3回）

仏像を語ることは人間を
語ることでもあります。日本や
東アジアの各地に今日まで
伝わる仏像を紹介しながら、
仏像へ寄せる人々の思いと
ふれあっていきます。

仏像の魅力
～基礎から学ぶ仏教美術～
東北福祉大学講師　門脇 佳代子

■ 第3木曜 10：00～11：30（初講日4/18）
■ 17,560円（6か月6回）

仏像の姿かたちの意味や、
時代ごとの美意識の違い
など、時どきの御開帳に合わ
せて仏像を紹介しながら
お話しします。

古文書から読み解く豊臣秀吉
山形大学人文学部教授　松尾 剛次

■ 第4土曜 13：00～14：30（初講日4/13）
■ 17,560円（6か月6回）

崩し字で書かれた古文
書を読むことは骨が折
れることですが、豊臣秀
吉の文書などを使って、
古文書に慣れることを
主眼にお話します。古文
書を楽しみましょう。

日本の国宝絵画～中世編～
東北大学 専門研究員　畠山 浩一

■ 第3月曜 13：00～14：30（初講日4/15）
■ 17,560円（6か月6回）

日本の国宝絵画は現在
161点あります。今年度は
そのうち、鎌倉時代以降
の 作 品を中心に取り上
げ、スライドを見ながら
詳しく解説していきます。

浮世絵をよむ～葛飾北斎 富嶽三十六景～
NHK文化センター講師　岩松 美代

■ 第4日曜 13：00～14：30 （初講日4/21）
■ 8,942円（3か月3回）

北斎の『富嶽三十六
景』は36枚に留まらず
描かれていました。
北斎の傑作を読み解き
ながら、富嶽三十六
景・全四十六図を追ってみます。

風土と宗教～『新約聖書』の謎を読み解く
～新しい希望のいのちを語り継ぐ物語～
元宮城学院女子大学学長、宗教人類学　山形 孝夫

■ 第1・3金曜 10：30～12：00（初講日4/5）
■ 17,560円（3か月6回）

①イエスの神の国運動とは
②「マグダラのマリア」という

存在の謎
③運動の挫折－陰謀か？
④最後の晩餐－聖霊の教会へ
⑤いのちの復活の物語

おもしろ日本仏教史 ～仏教入門～
山形大学人文学部教授　松尾 剛次

■ 第4土曜 10：30～12：00（初講日4/13）
■ 17,560円（6か月6回）

仏教は日本文化に根付いて
います。日本仏教への素朴
な疑問に答えながら、おも
しろく「日本仏教」を理解し
てみませんか。

ショパンの名曲とポーランド音楽史
音楽学者（ポーランド音楽史）　重川 真紀

■ 第1金曜 13：00～14：30（初講日4/5）
■ 8,424円（3か月3回）

19、20世紀のポーラ
ンドで活躍した作曲
家たちの生涯や音楽
史をたどり、講師による
生演奏も交えながら
お楽しみいただきます。

ジャズのあじわい
～続・ジャズの源流を探る旅～
ピアニスト、作曲家　榊原 光裕
バイオリニスト　　 佐藤 聡子

■ 第1金曜 18：30～20：00（初講日4/5）
■ 17,560円（6か月6回）ライブ代3,600円（1回受講可）

19世紀アメリカで流行した大道
芸「ミンストレル・ショー」と、大航
海時代のヨーロッパ諸国や西
アフリカの音楽など、ジャズが
生まれた土壌を紹介します。

西洋美術史
元仙台市博物館学芸員　桜田 雅子

■ 第4火曜 13：00～14：30（初講日4/23）
■ 17,560円（6か月6回）

人類の誕生とともに始まっ
た美術は、ギリシャ・ロー
マ、キリスト教美術、ルネサ
ンスを経て、現代へと続き
ます。映像資料を使い、美
術の奥深さを楽しみます。

西洋美術への招待
東北大学教授　尾崎 彰宏

■ 第3月曜 13：00～14：30（初講日4/15）
■ 17,884円（6か月6回）

ルネサンス以降の西洋美術
を中心に、芸術を通してそ
の時代の人々のものの見
方、宗教観、世界観などに
ついて学びます。

ブリテン諸島の歴史と文化
～イギリスという国の素顔～
東北大学文学研究科教授　有光 秀行

■ 第1・3月曜 10：00～11：30（初講日4/1）
■ 14,634円（3か月5回）　

イギリスの素顔とは、どうい
うものでしょうか？ニュース
や書物、音楽、美術などさま
ざまな切り口から、そして歴
史と文化の理解に意を用い
ながら、考えてみましょう。

ワインを手に学ぶフランス文化
元・宮城学院女子大学　准教授　岩川 亮

■ 第3水曜 13：00～14：30（初講日4/17）
■ 17,884円（6か月6回） 教材費6,480円

18世紀・19世紀フランス
文学が専門でワイン通
でもある講師が、毎回お
勧めのワインをみなさん
と一緒に楽しみながら、
フランス文化の魅力につ
いてお話しします。

イタリアを丸ごと楽しむ
イタリア文学者　鈴木 昭裕

■ 第1・3月曜 13：00～14：30（初講日4/1）
■ 14,904円（3か月5回）

イタリアは、古代ローマか
ら現代まで輝かしい繁栄
を築き、豊かな文化を熟
成させました。幅広い視
聴覚教材を活用し、イタ
リアの歴史と文化の魅力
を探ります。

バロック音楽の楽しみ
～モンテヴェルディからバッハまで～
イタリア文学者　鈴木 昭裕

■ 第2・4金曜 13：00～14：30（初講日4/12）
■ 17,884円（3か月6回）

『古楽ガイド』の著者であ
り、小説『バッハ』の翻訳者
である講師が、バロック音
楽の奥深い魅力を、当時の
音楽状況もふくめ、豊富な
音源で紹介します。

古代地中海世界の社会史
文学博士・東北大学名誉教授　松本 宣郎

■ 第2・4金曜 15：30～17：00（初講日4/12）
■ 17,560円（3か月6回）

地中海周辺に生まれ
たギリシア人たちの
ポリスやローマ帝国
は、現代の社会と文化
に計り知れない遺産
を残しました。そこに生きた市民たちの姿
に迫ります。

漢詩を読む
東北大学大学院文学研究科教授　佐竹 保子

■ 第3水曜 10：30～12：00（初講日4/17）
■ 17,560円（6か月6回）

奈 良 時 代 から漱石・鴎 外
に至るまで、日本人に愛読
されてきた漢詩を、楽しみ
ながら味わいます。今は杜
甫の詩を中心に読んでい
ます。

宇宙ロケット・宇宙飛行入門
元Ｈ-ⅡＡロケットプロジェクトマネージャー　渡邉 篤太郎

■ 第3日曜 10：30～12：00（初講日4/7）
■ 会員8，942円 こども会員6,091円（3か月3回）

宇宙ロケットや宇宙飛行な
ど特殊で難しいと思われる
技術も、実は日常で体験で
きる知識を基に成り立って
います。長らく宇宙開発に
携わった講師が、わかりや
すくお伝えします。

俳句（10：00）Ａ・B
俳人協会宮城県支部支部長、「駒草」同人　小林 里子

■ 俳句A 第1木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 俳句B 第3木曜 10：00～12：00（初講日4/18）
■ 16,200円（6か月6回）

俳句は季語を通して広く深い
世界を表現することのできる
季節の詩です。添削指導や
作品鑑賞を通して、俳句の
作法を愉しく学び、新しい
自分に出会ってみませんか。

書道・はじめての漢字
宮城県芸術協会会員　遠藤 芙蓉

■ 第2・4土曜 16：00～17：30（初講日4/13）
■ 会員12,960円 こども会員9,558円（3か月5回）

初歩の方を対象に、伝統
的漢字をやさしく、ていね
いに指導します。小・中学
生の習字にも最適の教室
です。

現代俳句
俳誌「小熊座」編集長　渡辺 誠一郎

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 16,200円（3か月6回）

俳句はわずか十七文字に
込められた言葉の宇宙です。
奥の深さは一編の長編小説
にも匹敵します。皆さんと
一句一句を鑑賞しながら、
句会形式で作句の指導を
します。

はじめての短歌教室
東北大学名誉教授　大瀧 保

■ 第4木曜 13：00～15：00（初講日4/25）
■ 8,100円（3か月3回） 教材費 324円

短歌は日本人の教養です。
自分を見つめ豊かな人生を
送るためにも 、基 礎 から
楽しく学びましょう。自然や
科 学 の 話も交 えながら、
日本語の素晴らしさや短歌を
つくる手法を学びます。

短歌を楽しむ ～実作を通して～
現代歌人協会会員「かりん」会員　齋藤 芳生

■ 第2・4水曜 10：00～12：00（初講日4/10）
■ 16,200円（3か月6回）

日本人が古くから様々な思
いを託してきた短歌は、決
して難しいものではありま
せん。あなたも自分の思い
を表現してみませんか。実
作を通して、短歌の世界を
楽しみましょう。

いっちゃね！仙台弁 民話の語りと朗読
フリーアナウンサー　渡辺 裕子

■ 第1・3金曜 13：00～14：30（初講日4/5）
■ 17,560円（3か月6回）

声の出し方や、間の取り
方など「語りや朗読」の基
礎を学びながら、民話な
どを仙台弁で表現してみ
ます。優しくて、温もりの
ある方言で広がる世界を
ご一緒に楽しみましょう。

文章教室
ライター・エディター　関 洋美

■ 第2・4水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 16,200円（3か月6回）

日記、童話、随筆など…
書くことは気持ちを表現
したり、記録するための
身近な手段です。基本
から指導し、自由に書く
ことの楽しさをお伝え
します。

文章を愉しむ
物書き、アガサ・クリスティー賞受賞作家　三沢 陽一

■ 第1・3火曜 18：30～20：00（初講日4/2）
■ 16,848円（3か月6回）

アガサ・クリスティー賞を受
賞し、作家として活躍する
講師が、書くことの愉しみ
と個性を発揮する文章術を
お伝えします。文学賞の性
格・特色についても学ぶこ
とができます。

俳句に親しむ
俳人協会会員「きたごち」同人　篠沢 亜月

■ 第1月曜 13：30～15：30（初講日4/1）
■ 13,500円（6か月5回）

五七五のリズムが同じでも、俳句
と標語とは違います。また、俳句と
川柳とは異なります。俳句固有の
味わいに親しみ、俳句の楽しさを
広げましょう。

俳句を始めるための準備クラス
俳人協会会員「きたごち」同人　篠沢 亜月

■ 第4月曜 13：30～15：30（初講日4/22）
■ 7,776円（3か月3回）

俳句を始めたい、句会に行きたい
人のためのゼロからの俳句講座
です。俳句の成り立ちに触れ、鑑
賞や実作、句会の体験を通し、広々
とした俳句の世界を覗いてみま
しょう。

短歌 ～創作と鑑賞～
東北アララギ会 群山選者、
宮城県芸術協会、現代歌人協会　佐藤 淑子

■ 第2・4土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

短歌結社や講座などで勉強
をして、さらなる意欲にあふ
れた方を対象に、創作と批
評、あるいは近・現代短歌の
鑑賞を通して日本文化の原点
である短歌を追求します。

短歌～日本の心を詠む～
宮城県芸術協会会員・「群山」選者　鈴木 昱子

■ 第3土曜 13：00～15：00 （初講日4/20）
■ 16,200円（6か月6回）

わたしたちはうれしいに
つけ、悲しいにつけ、三十一
文字に感慨を託してきま
した。
短歌は日本のこころです。
そのこころを、実作を通し
て追い求めます。

たのしい川柳
宮城県川柳連盟理事長　雫石 隆子

■ 第2・4土曜 13：00～15：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

川柳は17音字の日本の伝統
的な文芸です。古川柳から
現代川柳まで秀句を鑑賞し
ながら、実作を楽しみま
しょう。作句のヒントを中心
にした資料を使い、講座を
進めます。

文芸作品の朗読
元NHK仙台放送劇団　沼沢 郁子

■ 第1・3水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 第2・4木曜 15：00～17：00（初講日4/11）
■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 各 17,560円（3か月6回）
■ 第2・4土曜 15：30～17：30（初講日4/13）
■ 14,634円（3か月5回）

詩、童話、文芸作品を黙読して受けた感動をど
う音声にのせて読むか。作品のとらえ方音声
表現の技法など、「朗読」のすべてを学びます。

小筆に親しむ
新日本書道師範　青葉 笛翠

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 第2・4木曜 10：00～12：00（初講日4/11）
■ 各 15,552円（3か月6回）

伝統的な書の基本を学び、
日常生活に役立つ毛筆の
文字を美しく書けるように
なりましょう。初歩の方から
丁寧に指導します。

書道教室 ～かなの美を求めて～
読売書法展理事、日本書芸院一科審査員　門間 翠葉

■ 第1・3火曜 13：00～15：00（初講日4/2）
■ 15,552円（3か月6回）

日本の文化遺産である
かな書道の魅力は、流麗
美、余白美、墨色の美（濃
淡）などの「調和の美」で
す。美しさの表現を基礎
から学びます。

書道かな
読売書法会理事 日本書芸院一科審　近藤 萩汀

■ 第1・3月曜 13：00～15：00（初講日4/1）
■ 15,552円（3か月6回）

日本の国字かなは、最も美
しいとされます。その美し
さを引き出す基礎から変体
かな、漢字かなまじり文、実
用書や短冊などの作品まで
指導します。

ちょっとおしゃれな大人文字 「あそびま書」
あそびま書主宰　鈴木 蘭華

■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 11,826円（3か月5回）

基本をしっかり学びつつ、
書いて楽しい、見て楽しい

「あそびま書」の世界を楽
しみませんか？時には絵の
ように…時には俳句のよう
に…書いた分だけ世界が広
がります。

カリグラフィーを楽しむ
カリグラファーズギルド会員　由香里

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 第1・3水曜 18：15～20：15（初講日4/3）
■ 各 15,552円（3か月6回）

西洋の書道と言われる
カリグラフィーは、
伝統と手書きの美し
さ、個性やぬくもりを
感じさせます。

ペン習字
東北書道会常任総務、師範　畠澤 恵祥

■ 第2・4金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

美しい文字は、人々の心を
なごませてくれます。正しい
字形や文字の続け方など
を、各種の書形式を通して
学びます。

ペン習字と実用書道
東北書道会常任総務、師範　畠澤 恵祥

■ 第2・4木曜 18：00～20：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

オフィスでの文書作成に欠か
せないペン字の基礎を身に
つけます。また、芳名帳の署
名や、慶弔事の上書きなど、い
ざという時に役立つ筆ペン、
毛筆の極意を学びます。

てん刻
日本てん刻連盟会員　千田 務

■ 第2・4金曜 18：00～20：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

てん刻の魅力を語る時
「方寸の世界に天地を宿
す」と言います。初めて
てん刻を学ぶ方、大歓迎
です。展覧会に出品しよ
うとする方、丁寧に指導
します。

刻字
日本刻字協会副理事長　後藤 大峰

■ 第1・3木曜 15：30～17：30（初講日4/4）
■ 15,552円（3か月6回）

彫刻刀を使い文字を
立体表現し、彩色を施
すのが刻字です。表札
など身近なものから入
り、大作にも挑戦して
いきます。

世界史☆再発見
歴史の中のキリスト教
世界史教育研究者　久保田 慎一

■ 第2・4木曜 15：00～16：30 （初講日4/11）
■ 17,560円（3か月6回）

世界史の理解には、宗教の知
識が欠かせません。歴史学や
比較宗教の視点から、『旧約聖
書』、イエスと『新約聖書』、聖
母マリア崇敬などを取り上げ
ます。絵画の鑑賞もあります。

～素敵な生地で作る～ミニ茶箱
ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 4/18（木）、5/16（木）、6/20（木）（1回完結）
　 10：00～12：00
■ 各回 会員 2,980円 一般 3,369円
　 教材費 各回3,240円

ミニ茶箱に生地を張り素敵
な収納ボックスに仕上げます。
生地は、当日 数種類からお選び
いただけます。片手で持てるサイズで、プレゼント
にも喜ばれる可愛いお茶箱です。

漢字・かな・実用書・ペン字
等を基本から丁寧に指導い
たします。古典、古筆の臨書
をしっかりと学び、創作に
発展できるように楽しみな
がら伸び伸びと書きましょ
う。

書道・現代詩文書
書道芸術院・河北書道展審査会員　加藤 紫翠

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 15,552円（3か月6回）

　　古山拓の透明水彩スケッチ画
絵画工房ランズエンド／アトリエアルティオ主宰　古山 拓

■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 会員 17,560円 一般 20,930円（3か月6回）

描くことで見えてくる
新しい世界があります。
教室近くの屋外スケッチ
と、室内での静物画講座
を交えて、水彩、色彩、
構図を学びましょう。

３ヵ月
集中

３回
集中

素敵にカンツォーネ
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ 第2金曜 10：00～11：30（初講日4/12）
■ 16,848円（6か月6回）

歌の国イタリア、明るい太
陽の下で生まれたナポリ
ターナから「帰れソレント
へ」「この胸のときめきを」

「アル・ディ・ラ」等々を、の
びのびと情熱をこめて歌
い上げましょう！

はじめてのデジタルカメラ
日本写真協会会員　米山 光昭

■ 第2・4火曜 13：00～15：00（初講日4/9）
■ 会員 16,848円 一般20,217円（3か月6回）

買ったカメラをなかなか使い
こなせない方、基礎からじっ
くり学びたい方へ。基本操作
や写真の知識から始めて、応
用技術を覚えましょう。花や
お気に入りの小物などのモチーフを持ち寄って、
より美しく写真を撮るためのコツを学びます。

ジャズ・ポピュラーを唄う（火曜）（水曜）
松田 伸子

■ 毎週火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 毎週水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 各 31,104円（3か月12回）

スタンダードジャズやア
メリカのポピュラーソン
グ、映画の主題歌など自
分の大好きな曲を、講師
の生演奏にあわせて、英
語で歌ってみましょう。

50歳からのピアノ教室（入門）（中級）
仙台基督教会聖歌隊指導者　竹石 由美子

■ 入門 第2・4金曜 13：00～14：30（初講日4/12）
■ 中級 第2・4金曜 14：45～16：15（初講日4/12）
■ 各 17,884円（3か月6回）

グループレッスンですが、
１人１台のキーボードを使い
レッスンを行います。初めて
の方も、楽しく弾けるよう
指導します。

初心者のための健康マージャン
日本認知症予防マージャン協会四段　滑川 郁子

■ 毎週水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 26,956円（3か月12回）

マージャンは、定期的な外
出や仲間とのコミュニケー
ションが元気・意欲のもと
になり、認知症予防にも効
果があるといわれていま
す。未経験の方にも、わかり
やすくお教えします。

教室でゆっくりお茶の「おも
てなし」の心を学び、3か月
ごとに仙台の茶室を体験
する講座です。しなやかな
立ち居振る舞いと日本の
わびさびを学び、基礎からのお茶を楽しみます。

日曜茶の湯裏千家（14時クラス）
裏千家淡交会助教授　高橋 宗孝
裏千家淡交会助教授　田邊 宗裕

■ 第1・3日曜 14：00～16：00（初講日4/14）
■ 14,191円 教材費4,536円（3か月6回）

旅するドイツ語
ドイツリート研究家・東北大学 元非常勤講師　岩川 直子

■ 第2・4月曜 13：00～14：10（初講日4/8）
■ 16,848円（3か月6回）

NHKテレビの「旅するドイ
ツ語」のテキストを使用し
て、発音・基礎文法・簡単な
会話を学びます。
ドイツ文化の話も交えなが
ら、ゆっくりとしたペースで
進めます。

ラテン語入門
東北大学高度教養教育・学生支援機構専門研究員　嶺岸 佑亮

■ 第1・2・3火曜 16：00～17：15（初講日4/2）
■ 24,300円（3か月9回）

西欧文化を理解するうえ
で、ラテン語を学ぶこと
は重要です。講座では語
彙と文法をじっくり習得
しながら、ラテン語文献
の読解をめざす初心者向
けのラテン語講座です。

元・宮城学院女子大学 准教授　岩川 亮

■ 第3水曜 15：00～16：30（初講日4/17）
■ 16,848円（6か月6回）

200以上の国と地域の言葉に
翻訳されて親しまれているサン＝
テグジュペリの『星の王子様』を
フランス語原文で読みましょう。
フランス文化の話題も織り交ぜ
て、気軽に楽しむ時間です。

フランス語で楽しむ
「星の王子さま」

指揮者　本多 優之

■ 第4金曜 10：00～12：00（初講日4/26）
■ 17,560円（6か月6回）

イタリアで誕生し発展した
オペラ。それは単なる歌芝
居ではなく人間ドラマです。
イタリア・オペラの名作を取
り上げ、その魅力、歴史、背
景などについて解説します。

「歌に生き、愛に生き」
魅惑のイタリア・オペラ

聖書の世界を知る
東北学院大学准教授　吉田 新

■ 第1・3金曜 10：00～11：30（初講日4/5）
■ 15,174円（3か月5回）

世界の大ベストセラーであ
る聖書には、いったい何が
記され、いつ、どこで、どの
ように成立したのでしょう
か。尽きることの無い聖書
の謎について、皆さんと一
緒に考えます。

山形大学 名誉教授　元木 幸一

■ 第2土曜 13：00～14：30（初講日4/13）
■ 会員 14,040円 一般 16,848円（4か月5回）

磔（はりつけ）になる
キリスト受難物語と
キリストの使徒や他
の聖人たちの物語を
スライドで 追いかけ
ましょう。

西洋美術で見るキリスト
受難と聖人たちの物語

癒やしのハワイアンフラ
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 第1・2・3土曜 18：45～19：45（初講日4/6）
■ 21,286円（3か月9回）

笑顔で踊るフラダンス
は、適度な運動になるば
かりか、癒やしにもつな
がります。一緒に楽しみ
ましょう。対象は中学生
以上。シニアの方の参加
も歓迎です。

はじめての楊名時太極拳
日本健康太極拳 楊名時太極拳 師範　佐藤 由紀

■ 第2・4木曜 13：10～14：10（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

楊名時太極拳は年齢や体力、
性別を問わずどなたにも出来る
健康法です。深くゆっくりとした
呼吸と動作で、心と身体をすこやか
に調えましょう。 この講座では八つ
の医療体術「八段錦」と「太極拳」
の24の型を指導します。

野村重存の水彩で描く風景画教室
画家　野村 重存

■ 第1木曜 9：30～12：00（初講日4/4）
■ 14,158円（3か月3回）

テレビでおなじみの講師
が、用具の揃え方や使い
方、知っておくと苦労が少
ない描き方などを解説し
ます。風景写真を使った水
彩スケッチの実習も行い
ます。

一閑張りの小物作り
アトリエ千日紅　橋本 年古

■ 第2・4木曜 10：00～12：00（初講日4/11）
■ 20,217円（3か月6回）教材費別途

「一閑張り」は竹籠などに
和 紙や 着 物 布を貼り重
ね、柿渋を塗り仕上げた
日本の伝統工芸です。丈
夫で使いやすい一閑張り
の籠バッグやカゴ、竹皿な
どを作ってみませんか。

ウイスキーを味わう

■ 第3木曜 18：30～20：30（初講日4/18）
■ 第4土曜 16：00～18：00（初講日4/20）
■ 8,424円 教材費 9,720円（3か月3回）

世界五大ウイスキーの
一つに数えられるほど、
品質の高い日本のウイ
スキー造りに携わって
きた講師が、ウイスキー
づくりの奥深さと楽しみ方をお伝えします。

元・ニッカウヰスキー（株）ブレンダー室　鈴木 長成郡山・（有）泉屋 代表 佐藤 広隆
小牛田・(有)齋林本店 代表 齋藤 高史

■ 指定金曜 19：00～20：30
　 （5/10・7/12・10/11）
■ 会員10,171円 一般11,866円 教材費別途（6か月3回）

全国を歩き、その土地の蔵元と
対話をしながら、よい酒・良い蔵
元の発掘に取り組んでいる
お2人に、いま注目したいお酒と
蔵元を紹介していただきます。

酒販店・蔵元と語る日本酒の魅力フランス語　入門クラス
アリアンス・フランセーズ仙台講師

■ 毎週木曜 11：00～12：00（初講日4/4）
■ 29,678円（3か月12回）

初心者向けのフランス語
コースです。生徒の皆さん
が快適に授業を楽しめるよ
う日本語の教科書を使用
し、適度なペースで学習（発
音、文法、会話）を行ってい
きます。

　 日本百名城～甲信越七城を巡る～
4/14（日）～16（火）2泊3日日本の 歴史的シンボルでもある城郭、城跡を春に訪ねてみません

か？大河ドラマの舞台「上田城」「松代城跡」や「国宝・松本城」を
はじめ、主に甲信越の百名城を巡ります。

1日目　仙台駅東口8：00⇒山形城（霞城公園） ⇒昼食⇒新発田城⇒鵜の浜温泉（泊）
2日目　ホテル8：00⇒春日山城跡⇒昼食⇒松代城跡⇒松本城⇒松本市内 （泊）
3日目　ホテル8：00⇒上田城跡公園⇒昼食⇒小諸城⇒仙台駅東口19：45予定

■ 会員・一般78,000円　■ 代金には、貸切バス代、宿泊代（2名1室）、保険料、食事（朝2回、
昼3回、夕2回）を含む　■ 最少催行人数/２０名　■ 添乗員同行
■ 宿泊／1日目：鵜の浜ニューホテル　2日目：アルピコプラザホテル　＊個室希望は 2泊で
7,000円追加　■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

　 　ネイチャーフォト～三陸海岸、北山崎、浄土ヶ浜、三王岩ほか～
日本写真協会会員　竹内 正 6/5（水）～6（木）１泊２日
朝日映える黄金色の北山崎の大岸壁、優雅な浄土ヶ浜の海浜風景・
三王岩などの撮影をお楽しみいただきます。

1日目　仙台駅東口7：20⇒泉区役所北側7：50⇒浄土ヶ浜（撮影）⇒北山崎（夕・夜景撮影）⇒北山崎 泊
2日目　北山崎（早朝撮影）　宿舎 ⇒三王岩（撮影）⇒泉区役所北側⇒仙台駅東口18：30予定

■ 会員・家族：45,000円 一般：46,000円　■ 代金には貸切バス代・宿泊
代・保険料・食事（朝１、昼２、夕１）を含む　■ 最少催行人数/15名
■ 随行員同行　■ 宿泊／北山崎 白花 シャクナゲ荘（男女別４～５名1室
利用）　■ 利用バス会社／仙台泉観光バス

　 宮城の城跡巡り 郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道
5/25（土）いま、戦国時代の山城が注目を集めています。全国的にも評価が

高い前川本城など、仙台周辺の山城を巡見し、その構造や特徴を
わかりやすく紹介します。

仙台駅東口9：00→太白区秋保（長楯城）→川崎町前川（前川本城）→昼食→川崎町支倉（円福寺・
上楯城）→村田町（村田城）→仙台駅東口17：00予定
※各見学地で30～60分の歩き　※雨天時は見学地や内容に変更あり

■ 会員・家族：8,700円 一般：9,200円　■ 代金には貸切バス代、有料道路通行
料・駐車場代、保険料を含む（※昼食代は含みません）　■ 利用バス会社/日本三景
交通　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行　■ 旅行企画・実施／日新航空

● 曜日の前の第1や第4は、その月の「第1○曜日」「第4○曜日」を意味します。
● ほとんどの講座がいつからでも受講できますが、見学などによってレベルを

確かめてください。
● 受講料は原則として「3か月」「6か月」単位でお支払いいただきます。
● 受講料などには消費税が含まれています。
● 教材費が別途かかる講座もあります。
● 講座の回数は原則で、都合により増減する場合があります。

「全講座案内」の見方

■ 4/9（火） 気仙沼大島大橋を渡る（気仙沼市）　会員12,600円 一般13,600円
■ 5/14（火） 名勝・高子二十境めぐり（伊達市）　会員10,800円 一般11,800円
■ 6/11（火） 月山山麓・地蔵沼から弓張平公園へ（西川町）　会員11,500円 一般12,400円

　 　四季の道 らくらく歩き
野外活動指導員　布田 忠平
歩くということは、気軽にできる健康に最適な運動です。季節の移
り変わりを肌で感じながら、豊かな自然の中を歩いてみましょう。
■ 代金には貸切バス代、保険料を含む　■ 最少催行人数/15名
■ 随行員同行　■ 利用バス会社／みちのく観光　■ 旅行企画・実施／河北新報
トラベル

　 　野みち山道ウォーキング
野外活動指導員　布田 忠平
季節の移り変わりを肌で感じながら、豊かな自然の中を仲間とともに
歩いてみましょう。時間があれば山麓の温泉や「道の駅」などで旬を
味わいながら、その土地の魅力に触れるのもこの講座の特徴です。
■ 代金には貸切バス代、保険料、入園料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／東和観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル
■ 4/3（水）　みちのく湖畔公園 里山・北地区（川崎町）　会員9,600円 一般10,600円
■ 5/8（水）　話題の“オルレ”唐桑半島へ（南三陸町）　会員12,000円 一般12,900円
■ 6/5（水）　高松の池公園から不来方城址（盛岡市）　会員13,200円 一般14,200円

■ 4/2（火） 県民の森～遠藤ヶ滝他（福島県）　会員12,800円 一般13,800円
■ 5/14（火） 早春の白鷹山（山形県）　会員11,900円 一般12,900円
■ 6/4（火） 秋葉山のパノラマ（山形県）　会員12,000円 一般12,900円

　 森林のんびり歩き
ナチュラリスト　仲村 得喜秀

■ 代金には貸切バス代、保険料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

森林のさわやかな空気を吸い込み、山野草の観察を楽しみながら、
のんびりと歩きます。見過ごしがちな草花の名前を知ったり、可憐
な草花の姿を写真に収めたりして、楽しい時間を過ごします。

■ 4/20（土）　平筒沼の桜ウォークと地元バイキング(登米市)　会員10,000円 一般11,000円
■ 5/18（土）　田束山のつつじとお魚ランチ（南三陸町）　会員11,400円 一般12,400円
■ 6/15（土）　くりでん廃線線路ウォークといちご狩り（栗原市）　会員12,400円 一般13,400円
■ 7/20（土）　錦秋湖の水のカーテンウォーク（岩手県西和賀町）　会員12,600円 一般13,600円

　 　自然の恵みに感謝　“歩きんぐ”
ウォーキング&ジョギングアドバイザー、調理師　菅原 敏幸

■ 代金には貸切バス代、昼食代、保険料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／東和観光バス、仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

自然の恵みに感謝しながら四季の移り変わりを体感！地元の心温ま
るおもてなしも楽しめる、初心者でも気軽に参加出来る講座です。

　 ネイチャーフォト
日本写真協会会員　竹内 正
自然にひたりながら、素晴らしい被写体をベストアングルで撮影しましょう。お弁
当は各自ご持参いただきます。講評会も行いますので、合わせてお申込ください。

■ 4/17（水） 福島中通りの桜（福島県）　会員11,000円 一般12,000円
■ 5/8（水） 飯豊・白川湖（山形県）　会員10,800円 一般11,800円
■ 6/19（水） 月山山麓の新緑（山形県）　会員11,000円 一般12,000円
■ 6/26（水） NHK文化センターにて講評会　15：30～18：00　受講料1,944円

■ 代金には貸切バス代、保険料、入園料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

「昭和21年に始まった
『ラジオ歌謡』からは、
「夏の思い出」「山小舎
の灯」など、多くの名作
が生まれました。青春の
日々を思い出し、口ずさんでみませんか！

ＮＨＫラジオ歌謡Ａ・Ｂ
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ Ａ 第2木曜 10：00～11：30（初講日4/11）
■ Ｂ 第4木曜 10：00～11：30（初講日4/25）
■ 各 14.839円（6か月6回）

日本美術入門
東北大学 専門研究員　畠山 浩一

■ 第1木曜 13：00～14：30（初講日4/4）
■ 17,560円（6か月6回）

正倉院に伝えられた宝物、
人々の信仰を集めた仏像、
華やかな王朝絵巻にわび茶
の道具など、日本美術には
様々なかたちがあります。
スライドを見ながらその
歴史を学びましょう。

NHK文化センター講師　大槻 ヴァレリア ハルエ

■ 指定土曜 13：00～15：00（初講日4/20）
■ 会員 7,776円 一般 9,460円（3か月3回）

ブラジル の鮮やかな 色 彩に
「乗って」、言語、音楽、食、習慣
を知る「プチ旅」をしませんか？
ブラジルと日本の絆は110年経
ちます。日本とブラジル意外な
共通点に迫りましょう！

ポルトガル語でブラジルの
カルチャーを旅しよう

東北学院大学教授　下倉 渉

■ 第2・4水曜 15：30～17：00（初講日4/10）
■ 17,884円（3か月6回）

『史記』には、いにしえの聖
人から市井の商人・侠客ま
で、様々なタイプの人物が
書き留められています。こう
した多様な人間類型につい
て、原文を読みながら紹介
していきます。

『史記』を味わう

■ 第2火曜 13：00～14：30（初講日4/9）
■ 17,560円（6か月6回）

講師は考古学・文献史
学・地質学などを駆使し
て、津波災害痕跡の調査
と分析を行ってきまし
た。未来の防災にとって
も極めて重要な、仙台平
野のこれまでの災害史を振り返ります。

仙台市教育委員会文化財課専門員　斎野 裕彦
考古学が解き明かす仙台平野の災害史検証・歴史の通説

郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 第4火曜 13：00～14：30（初講日4/23）
■ 会員 8,942円 一般 9,946円（3か月3回）

歴史上で｢通説｣｢定説｣とさ
れるものの真実はどうか？
多くの資料や史跡を調査・
研究してきた講師が、仙台
藩の内情や特産品の実態な
どを、古文書やデータを分
析しながら解き明かします。

通説

ブラキムラ城下絵図を歩く
仙台段差崖会主宰　木村 浩二

■ 第2・4金曜 13：00～14：30（初講日5/10）
■ 会員 18,921円 一般 22,291円（3か月6回）

長年仙台の歴史と街並みを
研究し、卓越した知識と語
り口で人気の講師が、毎月
座学とまち歩きをセットで
行い、歴史都市仙台の秘密
に迫ります。（4週はまち歩
きのため終了は15：00）

　　宮城の城郭をさぐる(夜）
郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 第3水曜 19：00～20：30（初講日4/17）
■ 会員 8,942円 一般 9,946円（3か月3回）

県内には仙台城以外にも、
戦国時代の山城や江戸時
代にも存続した城郭がいく
つも存在します。これらの
城が、歴史のいろいろな局
面で果たしてきた重要な
役割を明らかにします。

３回
集中 菅野正道の仙台史研究室②

郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 昼クラス 土曜 13：00～14：30（3/30）
■ 夜クラス 火曜 19：00～20：30（4/9）
■ 会員・一般 1,000円（資料代込み）

仙台の歴史研究に長く携わって
きた講師が、明快な語り口で
仙台の歴史を解き明かす特別
講座です。今回は「仙台藩を支えた
重臣」と題して、仙台藩の特色を
家臣団の構造から再検証します。

講座アイコンの説明
夜間（18時以降）の講座です。

講座のある日に、1回分の受講料＋
教材費等で体験受講ができます。
お電話でご予約下さい。

ピアノの名曲を聴く知る楽しむ♪
ピアニスト　今野 清子

■ 第4月曜 14：00～15：30（初講日4/22）
■ 17,560円（6か月6回）

懐 かしのあの 曲、フィ
ギュアスケートで使われ
たあの曲など、毎回、ピア
ノの有名曲を取り上げて
生演奏を聴くとともに、
曲にまつわる様々なエピ
ソードを紹介します。

札幌オープンガーデンの旅

オープンガーデン いわき顧問　加原 世子 7/9（火）～11（木）2泊3日

北海道らしいダイナミックで大らかなガーデニング

や、色とりどりの鮮やかな花に彩られた童話の世界

のような庭園など、札幌周辺のオープンガーデンを

満喫する旅です。

１日目　仙台空港9：55⇒新千歳空港（空港内で昼食）⇒恵庭の個人庭園見学⇒

 えこりん村銀河庭園⇒札幌市内（泊）

２日目　ホテル8：15⇒百合が原公園⇒白い恋人パーク ローズガーデン⇒昼食⇒

 国営滝野すずらん丘陵公園⇒北海道大学植物園⇒札幌市内（泊）

３日目　ホテル8：15⇒カフェレストランヴィーニュ⇒ニドムフラワーガーデン（昼食）⇒

 新千歳空港⇒仙台空港16：15予定

■ 会員・家族：137,500円 一般：140,500円　■ 代金には貸切バス代、有料道路通行料・

駐車場代、保険料、入園料、食事（朝2回、昼3回、夕1回を含む。2日目の夕食は各自でおとり

いただきます）　■最少催行人数/20名　■ 添乗員同行　■ 宿泊／札幌プリンスホテル

（2名1室、個室希望は2泊で20,000円追加）　■ 利用バス会社／スマイル観光バス

■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

気軽に楽しめる薬膳茶講座
ヨガ講師　明日 知子

■ 第4金曜 13：30～14：30（初講日4/26）
■ 会員 5,054円 一般 6,739円（3か月3回）

季節に合わせた和・洋・
中のハーブをご自分でブ
レンドして日常に気軽に
取り入れて頂 ける 様 に
レッスンします。
美容と健康の維持に薬
膳茶を楽しみましょう。

楽しく踊ろう ケイキフラクラス
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 指定土曜 14：00～15：00（初講日4/6）
■ 12,830円（3か月6回）

ハワイの伝統文化で
あるフラをリズミカ
ル に 笑 顔 で 踊 りま
しょう。対象は幼稚
園児と小学生です。

　 伊藤若冲展とダリ展
4/23（火）命あるものの力強い生きる力を、独特の技法で描いた伊藤若冲の

展覧会が福島県立美術館で開催されます。あわせてスペインが生
んだ巨匠サルバドール・ダリの常設美術館として知られる諸橋近代
美術館を訪れます。

仙台駅東口8：00⇒福島県立美術館（伊藤若冲展）⇒昼食（ホテルリステル猪苗代）⇒諸橋近代美術館
（シュルレアリスムとダリ展）⇒仙台駅東口18：15予定

■ 会員・家族・一般：12,000円　■ 代金には貸切バス代、有料道路通行料・駐車
場代、保険料、昼食代、入館料を含む　■ 最少催行人数/30名　■ 添乗員同行
■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

ふるさとの誇り研究家　神山 一志
5/19（日）

ふるさとには、有名・無名を問わず、様々な「文化」があります。皆で楽しく、
その文化の由来や定着にまつわるエピソードなどを訪ねて、その地の味を
賞味してみませんか？ 「ふるさと」の新たな面が見えるかもしれません。

ＪＲ仙台駅（8：18発）⇒ＪＲ高畠駅（10：09）⇒軌道跡の牡丹⇒浜田広介記念館⇒旧高畠駅舎⇒昼食⇒
高畠ワイナリー⇒ＪＲ高畠駅⇒ＪＲ山形駅 ⇒ 高速バス ⇒ ＪＲ仙台駅18：00予定

■ 会員・家族：2,700円 一般：3,240円　■ すべて公共交通機関を利用 
交通費、昼食代、入館料 別途7,000円程度　■ 最少催行人数/10名

　 古寺巡礼～置賜の古社寺を訪ねて～
東北大学大学院文学研究科教授　長岡 龍作 6/8（土）
東北地方には、あつい信仰に守られてきた仏像が数多く残っていま
す。古寺と古仏を訪ねながら、先人たちの祈りの跡を辿ります。今回
は、謙信ゆかりの毘沙門天、見返り阿弥陀、政宗ゆかりの八幡神、日
本三文殊の亀岡文殊を巡礼します。

仙台駅東口8：00⇒米沢法音寺⇒善光寺⇒成島八幡神社⇒大聖寺（亀岡文珠）⇒仙台駅東口18：00予定

■ 会員・家族：15,000円 一般：16,000円　■ 代金には貸切バス代・拝観
料・入館料、昼食代等を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／第一観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

　 「緑の真珠」気仙沼大島を歩く ナチュラリスト　仲村 得喜秀
6/18（火）～19（水）1泊2日気仙沼大島は海岸線の屈曲が著しく、自然がつくり出した美しい景

観は「緑の真珠」とも評されるほどです。四季の移り変わりを五感で感
じることができるトレッキングと、新鮮な海の幸をお楽しみください。

1日目　仙台駅東口8：30⇒気仙沼大島大橋⇒昼食⇒ふれあいのみち⇒ホテル
2日目　ホテル8：30⇒唐桑半島ビジターセンター⇒お弁当⇒半造⇒気仙沼お魚いちば⇒仙台駅東口18：30予定

■ 会員・家族：39,100円 一般：40,100円　■ 代金には、貸切バス代、有料道路通行料、
宿泊代、 保険料、食事（朝1回、昼2回（2日目昼食はお弁当）、夕1回）を含む　■ 最少催行
人数/15名　■ 随行員同行　■ 宿泊／休暇村 気仙沼大島 男女別の相部屋です（3～
4名1室）　■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

花ハイキング　渚の花と高原の花をめぐる
登山愛好家・切り絵作家　三島木 正子 6/29（土）～30（日）１泊２日
初夏のみちのくは、楽しい花々との出会いの季節でもあります。海岸
に咲く花から高原の花まで、今回は北東北の花の名所をめぐります。

1日目　長町南7：30⇒仙台駅東口8：00⇒泉区役所北側 8：30⇒種差海岸（散策）⇒東八甲田温泉 泊
2日目　ホテル ⇒田代平湿原 散策⇒八甲田ロープウェイ⇒山頂公園駅周辺散策⇒泉区役所北側⇒
　　　  仙台駅東口⇒長町南19：30予定

■ 会員・家族：39,000円 一般：40,000円　■ 代金には貸切バス代・宿泊代・保険料・
食事（朝１、昼２、夕１）を含む　■ 最少催行人数/20名　■ 随行員同行　■ 宿泊／
東八甲田温泉（宿泊は相部屋５～６名1室利用）　■ 利用バス会社／日本三景交通

指ヨガ＆呼吸法で簡単セルフケア
ヨガ講師　明日 知子

■ 第2・4木曜 15：30～16：30（初講日4/11）
■ 16,459円（3か月6回）

深い呼吸と一緒に指先へ
の刺激で脳を活性させ、コ
リや冷え等の不調、ポッコ
リお腹の改善に役立ちま
す。場所を選ばず手軽にで
きるので、運動不足の方に
おすすめです。

【予告】大向大須賀先生と行く
歌舞伎座 團菊祭五月大歌舞伎見物の旅
歌舞伎大向弥生会会員　大須賀 豊 5/23(木)～5/24(金)１泊２日
大向大須賀先生の案内で歌舞伎座を含む東京都内の歌舞伎を
昼の部・夜の部を見物します。

1日目　仙台－東京駅－東京都内にて昼食と講師より演目の解説－歌舞伎 夜の部見物－ホテル
2日目　ホテル－東京都内にて歌舞伎見物－東京駅－仙台

■ 旅行代金/未定　■ 添乗員同行　■ 宿泊／ホテルニューオータニ東京
■ 旅行企画・実施　河北新報トラベル

3NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内2 満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）このマークのある講座は、夜に開催する講座です。このマークのある講座は、講座のある日に 1 回分の受講料＋教材費等で体験受講ができます。事前に、お電話でご予約をお願いします。ただし同じ講座の体験受講は 1 回限りです。
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■ 旅行企画・実施河北新報トラベル　観光庁長官登
録旅行業第 1939 号　宮城県仙台市青葉区五橋
1-1-10　電話 022-211-6960
日新航空サービス株式会社　仙台営業支店 観光庁長官
登録旅行業第 463 号 宮城県仙台市若林区清水小路
6-1 東日本不動産仙台ファーストビル５階
電話 022-263-6968　
■ 受託販売　NHK 文化センター仙台総支社
東京都知事登録旅行業第 3-4317　宮城県仙台市青
葉区立町 27-21 橋本ビルヂング 2 階
電話 022-224-4811

■ 最少催行人数に達しない場合は、旅行の実施を取
りやめることがあります。■ 満席になり次第締切と
なります。■ 天候、交通事情などで行程が変更され
る場合もあります。

お申し込みの前に
■掲載の旅行は、この広告では

お申し込みを受け付けており
ません。詳しい資料のご請求
やお問い合わせ、お申し込み
はＮＨＫ文化センター仙台教室
までお願いします。

泉中央

旅行講座
バス発着地点

仙台駅東口



　 まほろばの里に“日本のアンデルセン”を訪ねる
　 ―ふるさとの文化と味再発見―　

1年で学ぶ東北の幕末維新

■ 第3月曜 13：30～15：00（初講日4/15）
■ 8,942円（3か月3回）

2018年は「戊辰戦争
150 年」の年でした。
講師がこれまで行って
きた 東 北 の 視 点から
みた幕末維新・戊辰戦争
の歴 史 解 説を、12回
の講座に凝縮してお伝えします。

東北大学大学院文学研究科学術研究員　栗原 伸一郎
古文書で知る仙台 地域の歴史を読み解く
仙台市博物館学芸普及室嘱託　倉橋 真紀

■ 第2・4木曜 13：00～14：30（初講日4/11）
■ 18,208円（3か月6回）

私たちの地域には、解読
されていない古文書が
まだまだ残されています。
古文書解読の基礎を学び、
地域の歴史発見を一緒に
楽しみましょう。

せんだい歴史歳時記
郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 第1火曜 13：00～14：30 （初講日4/2）
■ 会員 8,942円 一般 9,946円（3か月3回）

仙 台 の 歴 史 研 究 に 長 く
携わってきた講師が、その月に
関わりのある歴史的トピック
を取り上げ、歳月の流れの
中で埋もれつつある歴史の
一幕に光を当てます。

筆武将・伊達政宗のメッセージ
歴史家（元・仙台市博物館長）　佐藤 憲一

■ 第2・4月曜 13：00～14：30（初講日4/8）
■ 17,884円（3か月6回）

政宗は1,000通を超える
直筆の手紙を残し、「筆武将」
とも呼ばれています。手紙で
何を伝えようとしたのか？
研究の第一人者が、その謎に
迫ります。

中世・伊達氏とその世界
～「伊達治家記録」を読む～
東北福祉大学大学院 嘱託教授　岡田 清一

■ 第3木曜 10：00～12：00（初講日4/18）
■ 17,560円（6か月6回）

中～近世の南奥羽の歴史
は、伊達政宗を避けては考
えられません。政宗の事蹟
を仙台藩の正史「貞山公治
家記録」と政宗の書状から
読み解いていきます。

万葉集・人間模様
宮城学院女子大学名誉教授　犬飼 公之

■ 第3金曜 10：30～12：00（初講日4/19）
■ 17,560円（6か月6回）

万葉集は現存するわが国最古の
歌集。千数百年の時空を超えて、
万葉人のことばと心にふれあう
文学の旅に出かけてみませんか。

神話への旅「古事記」を読む
宮城学院女子大学名誉教授　犬飼 公之

■ 第2金曜 10：30～12：00（初講日4/12）
■ 17,560円（6か月6回）

和 銅 五年 ( 712 年 )古 事 記 が
書かれてから1300年あまり。
天地開闢からはじまる古事記
神話の壮大なドラマを読み解き
ます。

大向う歌舞伎噺
～歌舞伎の楽しみ方～
歌舞伎大向弥生会　大須賀 豊

■ 指定火曜 18：30～20：30（初講日4/2）
■ 19,569円（6か月6回）

芝居にちなんだお菓子をいた
だきながら、毎月の演目を解説、
豆知識からとっておきの役者の
噺まで・・・。通の方もこれから
ご覧になる方も、歌舞伎の世界が
広がります！

歌舞伎の魅力
～これから歌舞伎を楽しむために～
歌舞伎大向弥生会　大須賀 豊

■ 第1・3火曜 13：30～15：30（初講日4/2）
■ 17,560円（3か月6回）

演目解説、豆知識から、とっておき
の役者の素顔まで、これから
歌舞伎をご覧になる方も通の
方も、歌舞伎の世界がより広がり
ます。

源氏物語を楽しむ
元東北大学大学院助手、文学博士　齋藤 奈美

■ 第2・4火曜 10：30～12：00（初講日4/9）
■ 35,121円（6か月12回）

「源氏物語」を音読
して、解説していき
ます。千年読み継が
れてきた文章の美し
さに触れ、登場人物
たちの生き方や思いを感じ取ってみませ
んか。

王朝のみやびな舞台を、
きらめく感性と軽やかな
才知で駆け抜けた清少
納言。美を一瞬でとらえ
るピュアな詩心、栄華の
記憶に秘めた鎮魂の祈り
が、千年を超えて新たな感動をもたらします。

いとをかし「枕草子」

■ 第2水曜 13：30～15：00（初講日4/10）
■ 17,560円（6か月6回）

古典文学説きがたり　青野 澄子

▲風俗博物館

仏像への旅
東北大学大学院文学研究科教授　長岡 龍作

■ 第3金曜 10：30～12：00（初講日4/19）
■ 8,780円（3か月3回）

仏像を語ることは人間を
語ることでもあります。日本や
東アジアの各地に今日まで
伝わる仏像を紹介しながら、
仏像へ寄せる人々の思いと
ふれあっていきます。

仏像の魅力
～基礎から学ぶ仏教美術～
東北福祉大学講師　門脇 佳代子

■ 第3木曜 10：00～11：30（初講日4/18）
■ 17,560円（6か月6回）

仏像の姿かたちの意味や、
時代ごとの美意識の違い
など、時どきの御開帳に合わ
せて仏像を紹介しながら
お話しします。

古文書から読み解く豊臣秀吉
山形大学人文学部教授　松尾 剛次

■ 第4土曜 13：00～14：30（初講日4/13）
■ 17,560円（6か月6回）

崩し字で書かれた古文
書を読むことは骨が折
れることですが、豊臣秀
吉の文書などを使って、
古文書に慣れることを
主眼にお話します。古文
書を楽しみましょう。

日本の国宝絵画～中世編～
東北大学 専門研究員　畠山 浩一

■ 第3月曜 13：00～14：30（初講日4/15）
■ 17,560円（6か月6回）

日本の国宝絵画は現在
161点あります。今年度は
そのうち、鎌倉時代以降
の 作 品を中心に取り上
げ、スライドを見ながら
詳しく解説していきます。

浮世絵をよむ～葛飾北斎 富嶽三十六景～
NHK文化センター講師　岩松 美代

■ 第4日曜 13：00～14：30 （初講日4/21）
■ 8,942円（3か月3回）

北斎の『富嶽三十六
景』は36枚に留まらず
描かれていました。
北斎の傑作を読み解き
ながら、富嶽三十六
景・全四十六図を追ってみます。

風土と宗教～『新約聖書』の謎を読み解く
～新しい希望のいのちを語り継ぐ物語～
元宮城学院女子大学学長、宗教人類学　山形 孝夫

■ 第1・3金曜 10：30～12：00（初講日4/5）
■ 17,560円（3か月6回）

①イエスの神の国運動とは
②「マグダラのマリア」という

存在の謎
③運動の挫折－陰謀か？
④最後の晩餐－聖霊の教会へ
⑤いのちの復活の物語

おもしろ日本仏教史 ～仏教入門～
山形大学人文学部教授　松尾 剛次

■ 第4土曜 10：30～12：00（初講日4/13）
■ 17,560円（6か月6回）

仏教は日本文化に根付いて
います。日本仏教への素朴
な疑問に答えながら、おも
しろく「日本仏教」を理解し
てみませんか。

ショパンの名曲とポーランド音楽史
音楽学者（ポーランド音楽史）　重川 真紀

■ 第1金曜 13：00～14：30（初講日4/5）
■ 8,424円（3か月3回）

19、20世紀のポーラ
ンドで活躍した作曲
家たちの生涯や音楽
史をたどり、講師による
生演奏も交えながら
お楽しみいただきます。

ジャズのあじわい
～続・ジャズの源流を探る旅～
ピアニスト、作曲家　榊原 光裕
バイオリニスト　　 佐藤 聡子

■ 第1金曜 18：30～20：00（初講日4/5）
■ 17,560円（6か月6回）ライブ代3,600円（1回受講可）

19世紀アメリカで流行した大道
芸「ミンストレル・ショー」と、大航
海時代のヨーロッパ諸国や西
アフリカの音楽など、ジャズが
生まれた土壌を紹介します。

西洋美術史
元仙台市博物館学芸員　桜田 雅子

■ 第4火曜 13：00～14：30（初講日4/23）
■ 17,560円（6か月6回）

人類の誕生とともに始まっ
た美術は、ギリシャ・ロー
マ、キリスト教美術、ルネサ
ンスを経て、現代へと続き
ます。映像資料を使い、美
術の奥深さを楽しみます。

西洋美術への招待
東北大学教授　尾崎 彰宏

■ 第3月曜 13：00～14：30（初講日4/15）
■ 17,884円（6か月6回）

ルネサンス以降の西洋美術
を中心に、芸術を通してそ
の時代の人々のものの見
方、宗教観、世界観などに
ついて学びます。

ブリテン諸島の歴史と文化
～イギリスという国の素顔～
東北大学文学研究科教授　有光 秀行

■ 第1・3月曜 10：00～11：30（初講日4/1）
■ 14,634円（3か月5回）　

イギリスの素顔とは、どうい
うものでしょうか？ニュース
や書物、音楽、美術などさま
ざまな切り口から、そして歴
史と文化の理解に意を用い
ながら、考えてみましょう。

ワインを手に学ぶフランス文化
元・宮城学院女子大学　准教授　岩川 亮

■ 第3水曜 13：00～14：30（初講日4/17）
■ 17,884円（6か月6回） 教材費6,480円

18世紀・19世紀フランス
文学が専門でワイン通
でもある講師が、毎回お
勧めのワインをみなさん
と一緒に楽しみながら、
フランス文化の魅力につ
いてお話しします。

イタリアを丸ごと楽しむ
イタリア文学者　鈴木 昭裕

■ 第1・3月曜 13：00～14：30（初講日4/1）
■ 14,904円（3か月5回）

イタリアは、古代ローマか
ら現代まで輝かしい繁栄
を築き、豊かな文化を熟
成させました。幅広い視
聴覚教材を活用し、イタ
リアの歴史と文化の魅力
を探ります。

バロック音楽の楽しみ
～モンテヴェルディからバッハまで～
イタリア文学者　鈴木 昭裕

■ 第2・4金曜 13：00～14：30（初講日4/12）
■ 17,884円（3か月6回）

『古楽ガイド』の著者であ
り、小説『バッハ』の翻訳者
である講師が、バロック音
楽の奥深い魅力を、当時の
音楽状況もふくめ、豊富な
音源で紹介します。

古代地中海世界の社会史
文学博士・東北大学名誉教授　松本 宣郎

■ 第2・4金曜 15：30～17：00（初講日4/12）
■ 17,560円（3か月6回）

地中海周辺に生まれ
たギリシア人たちの
ポリスやローマ帝国
は、現代の社会と文化
に計り知れない遺産
を残しました。そこに生きた市民たちの姿
に迫ります。

漢詩を読む
東北大学大学院文学研究科教授　佐竹 保子

■ 第3水曜 10：30～12：00（初講日4/17）
■ 17,560円（6か月6回）

奈 良 時 代 から漱石・鴎 外
に至るまで、日本人に愛読
されてきた漢詩を、楽しみ
ながら味わいます。今は杜
甫の詩を中心に読んでい
ます。

宇宙ロケット・宇宙飛行入門
元Ｈ-ⅡＡロケットプロジェクトマネージャー　渡邉 篤太郎

■ 第3日曜 10：30～12：00（初講日4/7）
■ 会員8，942円 こども会員6,091円（3か月3回）

宇宙ロケットや宇宙飛行な
ど特殊で難しいと思われる
技術も、実は日常で体験で
きる知識を基に成り立って
います。長らく宇宙開発に
携わった講師が、わかりや
すくお伝えします。

俳句（10：00）Ａ・B
俳人協会宮城県支部支部長、「駒草」同人　小林 里子

■ 俳句A 第1木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 俳句B 第3木曜 10：00～12：00（初講日4/18）
■ 16,200円（6か月6回）

俳句は季語を通して広く深い
世界を表現することのできる
季節の詩です。添削指導や
作品鑑賞を通して、俳句の
作法を愉しく学び、新しい
自分に出会ってみませんか。

書道・はじめての漢字
宮城県芸術協会会員　遠藤 芙蓉

■ 第2・4土曜 16：00～17：30（初講日4/13）
■ 会員12,960円 こども会員9,558円（3か月5回）

初歩の方を対象に、伝統
的漢字をやさしく、ていね
いに指導します。小・中学
生の習字にも最適の教室
です。

現代俳句
俳誌「小熊座」編集長　渡辺 誠一郎

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 16,200円（3か月6回）

俳句はわずか十七文字に
込められた言葉の宇宙です。
奥の深さは一編の長編小説
にも匹敵します。皆さんと
一句一句を鑑賞しながら、
句会形式で作句の指導を
します。

はじめての短歌教室
東北大学名誉教授　大瀧 保

■ 第4木曜 13：00～15：00（初講日4/25）
■ 8,100円（3か月3回） 教材費 324円

短歌は日本人の教養です。
自分を見つめ豊かな人生を
送るためにも 、基 礎 から
楽しく学びましょう。自然や
科 学 の 話も交 えながら、
日本語の素晴らしさや短歌を
つくる手法を学びます。

短歌を楽しむ ～実作を通して～
現代歌人協会会員「かりん」会員　齋藤 芳生

■ 第2・4水曜 10：00～12：00（初講日4/10）
■ 16,200円（3か月6回）

日本人が古くから様々な思
いを託してきた短歌は、決
して難しいものではありま
せん。あなたも自分の思い
を表現してみませんか。実
作を通して、短歌の世界を
楽しみましょう。

いっちゃね！仙台弁 民話の語りと朗読
フリーアナウンサー　渡辺 裕子

■ 第1・3金曜 13：00～14：30（初講日4/5）
■ 17,560円（3か月6回）

声の出し方や、間の取り
方など「語りや朗読」の基
礎を学びながら、民話な
どを仙台弁で表現してみ
ます。優しくて、温もりの
ある方言で広がる世界を
ご一緒に楽しみましょう。

文章教室
ライター・エディター　関 洋美

■ 第2・4水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 16,200円（3か月6回）

日記、童話、随筆など…
書くことは気持ちを表現
したり、記録するための
身近な手段です。基本
から指導し、自由に書く
ことの楽しさをお伝え
します。

文章を愉しむ
物書き、アガサ・クリスティー賞受賞作家　三沢 陽一

■ 第1・3火曜 18：30～20：00（初講日4/2）
■ 16,848円（3か月6回）

アガサ・クリスティー賞を受
賞し、作家として活躍する
講師が、書くことの愉しみ
と個性を発揮する文章術を
お伝えします。文学賞の性
格・特色についても学ぶこ
とができます。

俳句に親しむ
俳人協会会員「きたごち」同人　篠沢 亜月

■ 第1月曜 13：30～15：30（初講日4/1）
■ 13,500円（6か月5回）

五七五のリズムが同じでも、俳句
と標語とは違います。また、俳句と
川柳とは異なります。俳句固有の
味わいに親しみ、俳句の楽しさを
広げましょう。

俳句を始めるための準備クラス
俳人協会会員「きたごち」同人　篠沢 亜月

■ 第4月曜 13：30～15：30（初講日4/22）
■ 7,776円（3か月3回）

俳句を始めたい、句会に行きたい
人のためのゼロからの俳句講座
です。俳句の成り立ちに触れ、鑑
賞や実作、句会の体験を通し、広々
とした俳句の世界を覗いてみま
しょう。

短歌 ～創作と鑑賞～
東北アララギ会 群山選者、
宮城県芸術協会、現代歌人協会　佐藤 淑子

■ 第2・4土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

短歌結社や講座などで勉強
をして、さらなる意欲にあふ
れた方を対象に、創作と批
評、あるいは近・現代短歌の
鑑賞を通して日本文化の原点
である短歌を追求します。

短歌～日本の心を詠む～
宮城県芸術協会会員・「群山」選者　鈴木 昱子

■ 第3土曜 13：00～15：00 （初講日4/20）
■ 16,200円（6か月6回）

わたしたちはうれしいに
つけ、悲しいにつけ、三十一
文字に感慨を託してきま
した。
短歌は日本のこころです。
そのこころを、実作を通し
て追い求めます。

たのしい川柳
宮城県川柳連盟理事長　雫石 隆子

■ 第2・4土曜 13：00～15：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

川柳は17音字の日本の伝統
的な文芸です。古川柳から
現代川柳まで秀句を鑑賞し
ながら、実作を楽しみま
しょう。作句のヒントを中心
にした資料を使い、講座を
進めます。

文芸作品の朗読
元NHK仙台放送劇団　沼沢 郁子

■ 第1・3水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 第2・4木曜 15：00～17：00（初講日4/11）
■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 各 17,560円（3か月6回）
■ 第2・4土曜 15：30～17：30（初講日4/13）
■ 14,634円（3か月5回）

詩、童話、文芸作品を黙読して受けた感動をど
う音声にのせて読むか。作品のとらえ方音声
表現の技法など、「朗読」のすべてを学びます。

小筆に親しむ
新日本書道師範　青葉 笛翠

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 第2・4木曜 10：00～12：00（初講日4/11）
■ 各 15,552円（3か月6回）

伝統的な書の基本を学び、
日常生活に役立つ毛筆の
文字を美しく書けるように
なりましょう。初歩の方から
丁寧に指導します。

書道教室 ～かなの美を求めて～
読売書法展理事、日本書芸院一科審査員　門間 翠葉

■ 第1・3火曜 13：00～15：00（初講日4/2）
■ 15,552円（3か月6回）

日本の文化遺産である
かな書道の魅力は、流麗
美、余白美、墨色の美（濃
淡）などの「調和の美」で
す。美しさの表現を基礎
から学びます。

書道かな
読売書法会理事 日本書芸院一科審　近藤 萩汀

■ 第1・3月曜 13：00～15：00（初講日4/1）
■ 15,552円（3か月6回）

日本の国字かなは、最も美
しいとされます。その美し
さを引き出す基礎から変体
かな、漢字かなまじり文、実
用書や短冊などの作品まで
指導します。

ちょっとおしゃれな大人文字 「あそびま書」
あそびま書主宰　鈴木 蘭華

■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 11,826円（3か月5回）

基本をしっかり学びつつ、
書いて楽しい、見て楽しい

「あそびま書」の世界を楽
しみませんか？時には絵の
ように…時には俳句のよう
に…書いた分だけ世界が広
がります。

カリグラフィーを楽しむ
カリグラファーズギルド会員　由香里

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 第1・3水曜 18：15～20：15（初講日4/3）
■ 各 15,552円（3か月6回）

西洋の書道と言われる
カリグラフィーは、
伝統と手書きの美し
さ、個性やぬくもりを
感じさせます。

ペン習字
東北書道会常任総務、師範　畠澤 恵祥

■ 第2・4金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

美しい文字は、人々の心を
なごませてくれます。正しい
字形や文字の続け方など
を、各種の書形式を通して
学びます。

ペン習字と実用書道
東北書道会常任総務、師範　畠澤 恵祥

■ 第2・4木曜 18：00～20：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

オフィスでの文書作成に欠か
せないペン字の基礎を身に
つけます。また、芳名帳の署
名や、慶弔事の上書きなど、い
ざという時に役立つ筆ペン、
毛筆の極意を学びます。

てん刻
日本てん刻連盟会員　千田 務

■ 第2・4金曜 18：00～20：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

てん刻の魅力を語る時
「方寸の世界に天地を宿
す」と言います。初めて
てん刻を学ぶ方、大歓迎
です。展覧会に出品しよ
うとする方、丁寧に指導
します。

刻字
日本刻字協会副理事長　後藤 大峰

■ 第1・3木曜 15：30～17：30（初講日4/4）
■ 15,552円（3か月6回）

彫刻刀を使い文字を
立体表現し、彩色を施
すのが刻字です。表札
など身近なものから入
り、大作にも挑戦して
いきます。

世界史☆再発見
歴史の中のキリスト教
世界史教育研究者　久保田 慎一

■ 第2・4木曜 15：00～16：30 （初講日4/11）
■ 17,560円（3か月6回）

世界史の理解には、宗教の知
識が欠かせません。歴史学や
比較宗教の視点から、『旧約聖
書』、イエスと『新約聖書』、聖
母マリア崇敬などを取り上げ
ます。絵画の鑑賞もあります。

～素敵な生地で作る～ミニ茶箱
ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 4/18（木）、5/16（木）、6/20（木）（1回完結）
　 10：00～12：00
■ 各回 会員 2,980円 一般 3,369円
　 教材費 各回3,240円

ミニ茶箱に生地を張り素敵
な収納ボックスに仕上げます。
生地は、当日 数種類からお選び
いただけます。片手で持てるサイズで、プレゼント
にも喜ばれる可愛いお茶箱です。

漢字・かな・実用書・ペン字
等を基本から丁寧に指導い
たします。古典、古筆の臨書
をしっかりと学び、創作に
発展できるように楽しみな
がら伸び伸びと書きましょ
う。

書道・現代詩文書
書道芸術院・河北書道展審査会員　加藤 紫翠

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 15,552円（3か月6回）

　　古山拓の透明水彩スケッチ画
絵画工房ランズエンド／アトリエアルティオ主宰　古山 拓

■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 会員 17,560円 一般 20,930円（3か月6回）

描くことで見えてくる
新しい世界があります。
教室近くの屋外スケッチ
と、室内での静物画講座
を交えて、水彩、色彩、
構図を学びましょう。

３ヵ月
集中

３回
集中

素敵にカンツォーネ
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ 第2金曜 10：00～11：30（初講日4/12）
■ 16,848円（6か月6回）

歌の国イタリア、明るい太
陽の下で生まれたナポリ
ターナから「帰れソレント
へ」「この胸のときめきを」

「アル・ディ・ラ」等々を、の
びのびと情熱をこめて歌
い上げましょう！

はじめてのデジタルカメラ
日本写真協会会員　米山 光昭

■ 第2・4火曜 13：00～15：00（初講日4/9）
■ 会員 16,848円 一般20,217円（3か月6回）

買ったカメラをなかなか使い
こなせない方、基礎からじっ
くり学びたい方へ。基本操作
や写真の知識から始めて、応
用技術を覚えましょう。花や
お気に入りの小物などのモチーフを持ち寄って、
より美しく写真を撮るためのコツを学びます。

ジャズ・ポピュラーを唄う（火曜）（水曜）
松田 伸子

■ 毎週火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 毎週水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 各 31,104円（3か月12回）

スタンダードジャズやア
メリカのポピュラーソン
グ、映画の主題歌など自
分の大好きな曲を、講師
の生演奏にあわせて、英
語で歌ってみましょう。

50歳からのピアノ教室（入門）（中級）
仙台基督教会聖歌隊指導者　竹石 由美子

■ 入門 第2・4金曜 13：00～14：30（初講日4/12）
■ 中級 第2・4金曜 14：45～16：15（初講日4/12）
■ 各 17,884円（3か月6回）

グループレッスンですが、
１人１台のキーボードを使い
レッスンを行います。初めて
の方も、楽しく弾けるよう
指導します。

初心者のための健康マージャン
日本認知症予防マージャン協会四段　滑川 郁子

■ 毎週水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 26,956円（3か月12回）

マージャンは、定期的な外
出や仲間とのコミュニケー
ションが元気・意欲のもと
になり、認知症予防にも効
果があるといわれていま
す。未経験の方にも、わかり
やすくお教えします。

教室でゆっくりお茶の「おも
てなし」の心を学び、3か月
ごとに仙台の茶室を体験
する講座です。しなやかな
立ち居振る舞いと日本の
わびさびを学び、基礎からのお茶を楽しみます。

日曜茶の湯裏千家（14時クラス）
裏千家淡交会助教授　高橋 宗孝
裏千家淡交会助教授　田邊 宗裕

■ 第1・3日曜 14：00～16：00（初講日4/14）
■ 14,191円 教材費4,536円（3か月6回）

旅するドイツ語
ドイツリート研究家・東北大学 元非常勤講師　岩川 直子

■ 第2・4月曜 13：00～14：10（初講日4/8）
■ 16,848円（3か月6回）

NHKテレビの「旅するドイ
ツ語」のテキストを使用し
て、発音・基礎文法・簡単な
会話を学びます。
ドイツ文化の話も交えなが
ら、ゆっくりとしたペースで
進めます。

ラテン語入門
東北大学高度教養教育・学生支援機構専門研究員　嶺岸 佑亮

■ 第1・2・3火曜 16：00～17：15（初講日4/2）
■ 24,300円（3か月9回）

西欧文化を理解するうえ
で、ラテン語を学ぶこと
は重要です。講座では語
彙と文法をじっくり習得
しながら、ラテン語文献
の読解をめざす初心者向
けのラテン語講座です。

元・宮城学院女子大学 准教授　岩川 亮

■ 第3水曜 15：00～16：30（初講日4/17）
■ 16,848円（6か月6回）

200以上の国と地域の言葉に
翻訳されて親しまれているサン＝
テグジュペリの『星の王子様』を
フランス語原文で読みましょう。
フランス文化の話題も織り交ぜ
て、気軽に楽しむ時間です。

フランス語で楽しむ
「星の王子さま」

指揮者　本多 優之

■ 第4金曜 10：00～12：00（初講日4/26）
■ 17,560円（6か月6回）

イタリアで誕生し発展した
オペラ。それは単なる歌芝
居ではなく人間ドラマです。
イタリア・オペラの名作を取
り上げ、その魅力、歴史、背
景などについて解説します。

「歌に生き、愛に生き」
魅惑のイタリア・オペラ

聖書の世界を知る
東北学院大学准教授　吉田 新

■ 第1・3金曜 10：00～11：30（初講日4/5）
■ 15,174円（3か月5回）

世界の大ベストセラーであ
る聖書には、いったい何が
記され、いつ、どこで、どの
ように成立したのでしょう
か。尽きることの無い聖書
の謎について、皆さんと一
緒に考えます。

山形大学 名誉教授　元木 幸一

■ 第2土曜 13：00～14：30（初講日4/13）
■ 会員 14,040円 一般 16,848円（4か月5回）

磔（はりつけ）になる
キリスト受難物語と
キリストの使徒や他
の聖人たちの物語を
スライドで 追いかけ
ましょう。

西洋美術で見るキリスト
受難と聖人たちの物語

癒やしのハワイアンフラ
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 第1・2・3土曜 18：45～19：45（初講日4/6）
■ 21,286円（3か月9回）

笑顔で踊るフラダンス
は、適度な運動になるば
かりか、癒やしにもつな
がります。一緒に楽しみ
ましょう。対象は中学生
以上。シニアの方の参加
も歓迎です。

はじめての楊名時太極拳
日本健康太極拳 楊名時太極拳 師範　佐藤 由紀

■ 第2・4木曜 13：10～14：10（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

楊名時太極拳は年齢や体力、
性別を問わずどなたにも出来る
健康法です。深くゆっくりとした
呼吸と動作で、心と身体をすこやか
に調えましょう。 この講座では八つ
の医療体術「八段錦」と「太極拳」
の24の型を指導します。

野村重存の水彩で描く風景画教室
画家　野村 重存

■ 第1木曜 9：30～12：00（初講日4/4）
■ 14,158円（3か月3回）

テレビでおなじみの講師
が、用具の揃え方や使い
方、知っておくと苦労が少
ない描き方などを解説し
ます。風景写真を使った水
彩スケッチの実習も行い
ます。

一閑張りの小物作り
アトリエ千日紅　橋本 年古

■ 第2・4木曜 10：00～12：00（初講日4/11）
■ 20,217円（3か月6回）教材費別途

「一閑張り」は竹籠などに
和 紙や 着 物 布を貼り重
ね、柿渋を塗り仕上げた
日本の伝統工芸です。丈
夫で使いやすい一閑張り
の籠バッグやカゴ、竹皿な
どを作ってみませんか。

ウイスキーを味わう

■ 第3木曜 18：30～20：30（初講日4/18）
■ 第4土曜 16：00～18：00（初講日4/20）
■ 8,424円 教材費 9,720円（3か月3回）

世界五大ウイスキーの
一つに数えられるほど、
品質の高い日本のウイ
スキー造りに携わって
きた講師が、ウイスキー
づくりの奥深さと楽しみ方をお伝えします。

元・ニッカウヰスキー（株）ブレンダー室　鈴木 長成郡山・（有）泉屋 代表 佐藤 広隆
小牛田・(有)齋林本店 代表 齋藤 高史

■ 指定金曜 19：00～20：30
　 （5/10・7/12・10/11）
■ 会員10,171円 一般11,866円 教材費別途（6か月3回）

全国を歩き、その土地の蔵元と
対話をしながら、よい酒・良い蔵
元の発掘に取り組んでいる
お2人に、いま注目したいお酒と
蔵元を紹介していただきます。

酒販店・蔵元と語る日本酒の魅力フランス語　入門クラス
アリアンス・フランセーズ仙台講師

■ 毎週木曜 11：00～12：00（初講日4/4）
■ 29,678円（3か月12回）

初心者向けのフランス語
コースです。生徒の皆さん
が快適に授業を楽しめるよ
う日本語の教科書を使用
し、適度なペースで学習（発
音、文法、会話）を行ってい
きます。

　 日本百名城～甲信越七城を巡る～
4/14（日）～16（火）2泊3日日本の 歴史的シンボルでもある城郭、城跡を春に訪ねてみません

か？大河ドラマの舞台「上田城」「松代城跡」や「国宝・松本城」を
はじめ、主に甲信越の百名城を巡ります。

1日目　仙台駅東口8：00⇒山形城（霞城公園） ⇒昼食⇒新発田城⇒鵜の浜温泉（泊）
2日目　ホテル8：00⇒春日山城跡⇒昼食⇒松代城跡⇒松本城⇒松本市内 （泊）
3日目　ホテル8：00⇒上田城跡公園⇒昼食⇒小諸城⇒仙台駅東口19：45予定

■ 会員・一般78,000円　■ 代金には、貸切バス代、宿泊代（2名1室）、保険料、食事（朝2回、
昼3回、夕2回）を含む　■ 最少催行人数/２０名　■ 添乗員同行
■ 宿泊／1日目：鵜の浜ニューホテル　2日目：アルピコプラザホテル　＊個室希望は 2泊で
7,000円追加　■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

　 　ネイチャーフォト～三陸海岸、北山崎、浄土ヶ浜、三王岩ほか～
日本写真協会会員　竹内 正 6/5（水）～6（木）１泊２日
朝日映える黄金色の北山崎の大岸壁、優雅な浄土ヶ浜の海浜風景・
三王岩などの撮影をお楽しみいただきます。

1日目　仙台駅東口7：20⇒泉区役所北側7：50⇒浄土ヶ浜（撮影）⇒北山崎（夕・夜景撮影）⇒北山崎 泊
2日目　北山崎（早朝撮影）　宿舎 ⇒三王岩（撮影）⇒泉区役所北側⇒仙台駅東口18：30予定

■ 会員・家族：45,000円 一般：46,000円　■ 代金には貸切バス代・宿泊
代・保険料・食事（朝１、昼２、夕１）を含む　■ 最少催行人数/15名
■ 随行員同行　■ 宿泊／北山崎 白花 シャクナゲ荘（男女別４～５名1室
利用）　■ 利用バス会社／仙台泉観光バス

　 宮城の城跡巡り 郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道
5/25（土）いま、戦国時代の山城が注目を集めています。全国的にも評価が

高い前川本城など、仙台周辺の山城を巡見し、その構造や特徴を
わかりやすく紹介します。

仙台駅東口9：00→太白区秋保（長楯城）→川崎町前川（前川本城）→昼食→川崎町支倉（円福寺・
上楯城）→村田町（村田城）→仙台駅東口17：00予定
※各見学地で30～60分の歩き　※雨天時は見学地や内容に変更あり

■ 会員・家族：8,700円 一般：9,200円　■ 代金には貸切バス代、有料道路通行
料・駐車場代、保険料を含む（※昼食代は含みません）　■ 利用バス会社/日本三景
交通　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行　■ 旅行企画・実施／日新航空

● 曜日の前の第1や第4は、その月の「第1○曜日」「第4○曜日」を意味します。
● ほとんどの講座がいつからでも受講できますが、見学などによってレベルを

確かめてください。
● 受講料は原則として「3か月」「6か月」単位でお支払いいただきます。
● 受講料などには消費税が含まれています。
● 教材費が別途かかる講座もあります。
● 講座の回数は原則で、都合により増減する場合があります。

「全講座案内」の見方

■ 4/9（火） 気仙沼大島大橋を渡る（気仙沼市）　会員12,600円 一般13,600円
■ 5/14（火） 名勝・高子二十境めぐり（伊達市）　会員10,800円 一般11,800円
■ 6/11（火） 月山山麓・地蔵沼から弓張平公園へ（西川町）　会員11,500円 一般12,400円

　 　四季の道 らくらく歩き
野外活動指導員　布田 忠平
歩くということは、気軽にできる健康に最適な運動です。季節の移
り変わりを肌で感じながら、豊かな自然の中を歩いてみましょう。
■ 代金には貸切バス代、保険料を含む　■ 最少催行人数/15名
■ 随行員同行　■ 利用バス会社／みちのく観光　■ 旅行企画・実施／河北新報
トラベル

　 　野みち山道ウォーキング
野外活動指導員　布田 忠平
季節の移り変わりを肌で感じながら、豊かな自然の中を仲間とともに
歩いてみましょう。時間があれば山麓の温泉や「道の駅」などで旬を
味わいながら、その土地の魅力に触れるのもこの講座の特徴です。
■ 代金には貸切バス代、保険料、入園料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／東和観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル
■ 4/3（水）　みちのく湖畔公園 里山・北地区（川崎町）　会員9,600円 一般10,600円
■ 5/8（水）　話題の“オルレ”唐桑半島へ（南三陸町）　会員12,000円 一般12,900円
■ 6/5（水）　高松の池公園から不来方城址（盛岡市）　会員13,200円 一般14,200円

■ 4/2（火） 県民の森～遠藤ヶ滝他（福島県）　会員12,800円 一般13,800円
■ 5/14（火） 早春の白鷹山（山形県）　会員11,900円 一般12,900円
■ 6/4（火） 秋葉山のパノラマ（山形県）　会員12,000円 一般12,900円

　 森林のんびり歩き
ナチュラリスト　仲村 得喜秀

■ 代金には貸切バス代、保険料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

森林のさわやかな空気を吸い込み、山野草の観察を楽しみながら、
のんびりと歩きます。見過ごしがちな草花の名前を知ったり、可憐
な草花の姿を写真に収めたりして、楽しい時間を過ごします。

■ 4/20（土）　平筒沼の桜ウォークと地元バイキング(登米市)　会員10,000円 一般11,000円
■ 5/18（土）　田束山のつつじとお魚ランチ（南三陸町）　会員11,400円 一般12,400円
■ 6/15（土）　くりでん廃線線路ウォークといちご狩り（栗原市）　会員12,400円 一般13,400円
■ 7/20（土）　錦秋湖の水のカーテンウォーク（岩手県西和賀町）　会員12,600円 一般13,600円

　 　自然の恵みに感謝　“歩きんぐ”
ウォーキング&ジョギングアドバイザー、調理師　菅原 敏幸

■ 代金には貸切バス代、昼食代、保険料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／東和観光バス、仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

自然の恵みに感謝しながら四季の移り変わりを体感！地元の心温ま
るおもてなしも楽しめる、初心者でも気軽に参加出来る講座です。

　 ネイチャーフォト
日本写真協会会員　竹内 正
自然にひたりながら、素晴らしい被写体をベストアングルで撮影しましょう。お弁
当は各自ご持参いただきます。講評会も行いますので、合わせてお申込ください。

■ 4/17（水） 福島中通りの桜（福島県）　会員11,000円 一般12,000円
■ 5/8（水） 飯豊・白川湖（山形県）　会員10,800円 一般11,800円
■ 6/19（水） 月山山麓の新緑（山形県）　会員11,000円 一般12,000円
■ 6/26（水） NHK文化センターにて講評会　15：30～18：00　受講料1,944円

■ 代金には貸切バス代、保険料、入園料を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

「昭和21年に始まった
『ラジオ歌謡』からは、
「夏の思い出」「山小舎
の灯」など、多くの名作
が生まれました。青春の
日々を思い出し、口ずさんでみませんか！

ＮＨＫラジオ歌謡Ａ・Ｂ
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ Ａ 第2木曜 10：00～11：30（初講日4/11）
■ Ｂ 第4木曜 10：00～11：30（初講日4/25）
■ 各 14.839円（6か月6回）

日本美術入門
東北大学 専門研究員　畠山 浩一

■ 第1木曜 13：00～14：30（初講日4/4）
■ 17,560円（6か月6回）

正倉院に伝えられた宝物、
人々の信仰を集めた仏像、
華やかな王朝絵巻にわび茶
の道具など、日本美術には
様々なかたちがあります。
スライドを見ながらその
歴史を学びましょう。

NHK文化センター講師　大槻 ヴァレリア ハルエ

■ 指定土曜 13：00～15：00（初講日4/20）
■ 会員 7,776円 一般 9,460円（3か月3回）

ブラジル の鮮やかな 色 彩に
「乗って」、言語、音楽、食、習慣
を知る「プチ旅」をしませんか？
ブラジルと日本の絆は110年経
ちます。日本とブラジル意外な
共通点に迫りましょう！

ポルトガル語でブラジルの
カルチャーを旅しよう

東北学院大学教授　下倉 渉

■ 第2・4水曜 15：30～17：00（初講日4/10）
■ 17,884円（3か月6回）

『史記』には、いにしえの聖
人から市井の商人・侠客ま
で、様々なタイプの人物が
書き留められています。こう
した多様な人間類型につい
て、原文を読みながら紹介
していきます。

『史記』を味わう

■ 第2火曜 13：00～14：30（初講日4/9）
■ 17,560円（6か月6回）

講師は考古学・文献史
学・地質学などを駆使し
て、津波災害痕跡の調査
と分析を行ってきまし
た。未来の防災にとって
も極めて重要な、仙台平
野のこれまでの災害史を振り返ります。

仙台市教育委員会文化財課専門員　斎野 裕彦
考古学が解き明かす仙台平野の災害史検証・歴史の通説

郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 第4火曜 13：00～14：30（初講日4/23）
■ 会員 8,942円 一般 9,946円（3か月3回）

歴史上で｢通説｣｢定説｣とさ
れるものの真実はどうか？
多くの資料や史跡を調査・
研究してきた講師が、仙台
藩の内情や特産品の実態な
どを、古文書やデータを分
析しながら解き明かします。

通説

ブラキムラ城下絵図を歩く
仙台段差崖会主宰　木村 浩二

■ 第2・4金曜 13：00～14：30（初講日5/10）
■ 会員 18,921円 一般 22,291円（3か月6回）

長年仙台の歴史と街並みを
研究し、卓越した知識と語
り口で人気の講師が、毎月
座学とまち歩きをセットで
行い、歴史都市仙台の秘密
に迫ります。（4週はまち歩
きのため終了は15：00）

　　宮城の城郭をさぐる(夜）
郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 第3水曜 19：00～20：30（初講日4/17）
■ 会員 8,942円 一般 9,946円（3か月3回）

県内には仙台城以外にも、
戦国時代の山城や江戸時
代にも存続した城郭がいく
つも存在します。これらの
城が、歴史のいろいろな局
面で果たしてきた重要な
役割を明らかにします。

３回
集中 菅野正道の仙台史研究室②

郷土史家／元仙台市史編さん室長　菅野 正道

■ 昼クラス 土曜 13：00～14：30（3/30）
■ 夜クラス 火曜 19：00～20：30（4/9）
■ 会員・一般 1,000円（資料代込み）

仙台の歴史研究に長く携わって
きた講師が、明快な語り口で
仙台の歴史を解き明かす特別
講座です。今回は「仙台藩を支えた
重臣」と題して、仙台藩の特色を
家臣団の構造から再検証します。

講座アイコンの説明
夜間（18時以降）の講座です。

講座のある日に、1回分の受講料＋
教材費等で体験受講ができます。
お電話でご予約下さい。

ピアノの名曲を聴く知る楽しむ♪
ピアニスト　今野 清子

■ 第4月曜 14：00～15：30（初講日4/22）
■ 17,560円（6か月6回）

懐 かしのあの 曲、フィ
ギュアスケートで使われ
たあの曲など、毎回、ピア
ノの有名曲を取り上げて
生演奏を聴くとともに、
曲にまつわる様々なエピ
ソードを紹介します。

札幌オープンガーデンの旅

オープンガーデン いわき顧問　加原 世子 7/9（火）～11（木）2泊3日

北海道らしいダイナミックで大らかなガーデニング

や、色とりどりの鮮やかな花に彩られた童話の世界

のような庭園など、札幌周辺のオープンガーデンを

満喫する旅です。

１日目　仙台空港9：55⇒新千歳空港（空港内で昼食）⇒恵庭の個人庭園見学⇒

 えこりん村銀河庭園⇒札幌市内（泊）

２日目　ホテル8：15⇒百合が原公園⇒白い恋人パーク ローズガーデン⇒昼食⇒

 国営滝野すずらん丘陵公園⇒北海道大学植物園⇒札幌市内（泊）

３日目　ホテル8：15⇒カフェレストランヴィーニュ⇒ニドムフラワーガーデン（昼食）⇒

 新千歳空港⇒仙台空港16：15予定

■ 会員・家族：137,500円 一般：140,500円　■ 代金には貸切バス代、有料道路通行料・

駐車場代、保険料、入園料、食事（朝2回、昼3回、夕1回を含む。2日目の夕食は各自でおとり

いただきます）　■最少催行人数/20名　■ 添乗員同行　■ 宿泊／札幌プリンスホテル

（2名1室、個室希望は2泊で20,000円追加）　■ 利用バス会社／スマイル観光バス

■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

気軽に楽しめる薬膳茶講座
ヨガ講師　明日 知子

■ 第4金曜 13：30～14：30（初講日4/26）
■ 会員 5,054円 一般 6,739円（3か月3回）

季節に合わせた和・洋・
中のハーブをご自分でブ
レンドして日常に気軽に
取り入れて頂 ける 様 に
レッスンします。
美容と健康の維持に薬
膳茶を楽しみましょう。

楽しく踊ろう ケイキフラクラス
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 指定土曜 14：00～15：00（初講日4/6）
■ 12,830円（3か月6回）

ハワイの伝統文化で
あるフラをリズミカ
ル に 笑 顔 で 踊 りま
しょう。対象は幼稚
園児と小学生です。

　 伊藤若冲展とダリ展
4/23（火）命あるものの力強い生きる力を、独特の技法で描いた伊藤若冲の

展覧会が福島県立美術館で開催されます。あわせてスペインが生
んだ巨匠サルバドール・ダリの常設美術館として知られる諸橋近代
美術館を訪れます。

仙台駅東口8：00⇒福島県立美術館（伊藤若冲展）⇒昼食（ホテルリステル猪苗代）⇒諸橋近代美術館
（シュルレアリスムとダリ展）⇒仙台駅東口18：15予定

■ 会員・家族・一般：12,000円　■ 代金には貸切バス代、有料道路通行料・駐車
場代、保険料、昼食代、入館料を含む　■ 最少催行人数/30名　■ 添乗員同行
■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

ふるさとの誇り研究家　神山 一志
5/19（日）

ふるさとには、有名・無名を問わず、様々な「文化」があります。皆で楽しく、
その文化の由来や定着にまつわるエピソードなどを訪ねて、その地の味を
賞味してみませんか？ 「ふるさと」の新たな面が見えるかもしれません。

ＪＲ仙台駅（8：18発）⇒ＪＲ高畠駅（10：09）⇒軌道跡の牡丹⇒浜田広介記念館⇒旧高畠駅舎⇒昼食⇒
高畠ワイナリー⇒ＪＲ高畠駅⇒ＪＲ山形駅 ⇒ 高速バス ⇒ ＪＲ仙台駅18：00予定

■ 会員・家族：2,700円 一般：3,240円　■ すべて公共交通機関を利用 
交通費、昼食代、入館料 別途7,000円程度　■ 最少催行人数/10名

　 古寺巡礼～置賜の古社寺を訪ねて～
東北大学大学院文学研究科教授　長岡 龍作 6/8（土）
東北地方には、あつい信仰に守られてきた仏像が数多く残っていま
す。古寺と古仏を訪ねながら、先人たちの祈りの跡を辿ります。今回
は、謙信ゆかりの毘沙門天、見返り阿弥陀、政宗ゆかりの八幡神、日
本三文殊の亀岡文殊を巡礼します。

仙台駅東口8：00⇒米沢法音寺⇒善光寺⇒成島八幡神社⇒大聖寺（亀岡文珠）⇒仙台駅東口18：00予定

■ 会員・家族：15,000円 一般：16,000円　■ 代金には貸切バス代・拝観
料・入館料、昼食代等を含む　■ 最少催行人数/15名　■ 随行員同行
■ 利用バス会社／第一観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

　 「緑の真珠」気仙沼大島を歩く ナチュラリスト　仲村 得喜秀
6/18（火）～19（水）1泊2日気仙沼大島は海岸線の屈曲が著しく、自然がつくり出した美しい景

観は「緑の真珠」とも評されるほどです。四季の移り変わりを五感で感
じることができるトレッキングと、新鮮な海の幸をお楽しみください。

1日目　仙台駅東口8：30⇒気仙沼大島大橋⇒昼食⇒ふれあいのみち⇒ホテル
2日目　ホテル8：30⇒唐桑半島ビジターセンター⇒お弁当⇒半造⇒気仙沼お魚いちば⇒仙台駅東口18：30予定

■ 会員・家族：39,100円 一般：40,100円　■ 代金には、貸切バス代、有料道路通行料、
宿泊代、 保険料、食事（朝1回、昼2回（2日目昼食はお弁当）、夕1回）を含む　■ 最少催行
人数/15名　■ 随行員同行　■ 宿泊／休暇村 気仙沼大島 男女別の相部屋です（3～
4名1室）　■ 利用バス会社／仙台泉観光バス　■ 旅行企画・実施／河北新報トラベル

花ハイキング　渚の花と高原の花をめぐる
登山愛好家・切り絵作家　三島木 正子 6/29（土）～30（日）１泊２日
初夏のみちのくは、楽しい花々との出会いの季節でもあります。海岸
に咲く花から高原の花まで、今回は北東北の花の名所をめぐります。

1日目　長町南7：30⇒仙台駅東口8：00⇒泉区役所北側 8：30⇒種差海岸（散策）⇒東八甲田温泉 泊
2日目　ホテル ⇒田代平湿原 散策⇒八甲田ロープウェイ⇒山頂公園駅周辺散策⇒泉区役所北側⇒
　　　  仙台駅東口⇒長町南19：30予定

■ 会員・家族：39,000円 一般：40,000円　■ 代金には貸切バス代・宿泊代・保険料・
食事（朝１、昼２、夕１）を含む　■ 最少催行人数/20名　■ 随行員同行　■ 宿泊／
東八甲田温泉（宿泊は相部屋５～６名1室利用）　■ 利用バス会社／日本三景交通

指ヨガ＆呼吸法で簡単セルフケア
ヨガ講師　明日 知子

■ 第2・4木曜 15：30～16：30（初講日4/11）
■ 16,459円（3か月6回）

深い呼吸と一緒に指先へ
の刺激で脳を活性させ、コ
リや冷え等の不調、ポッコ
リお腹の改善に役立ちま
す。場所を選ばず手軽にで
きるので、運動不足の方に
おすすめです。

【予告】大向大須賀先生と行く
歌舞伎座 團菊祭五月大歌舞伎見物の旅
歌舞伎大向弥生会会員　大須賀 豊 5/23(木)～5/24(金)１泊２日
大向大須賀先生の案内で歌舞伎座を含む東京都内の歌舞伎を
昼の部・夜の部を見物します。

1日目　仙台－東京駅－東京都内にて昼食と講師より演目の解説－歌舞伎 夜の部見物－ホテル
2日目　ホテル－東京都内にて歌舞伎見物－東京駅－仙台

■ 旅行代金/未定　■ 添乗員同行　■ 宿泊／ホテルニューオータニ東京
■ 旅行企画・実施　河北新報トラベル

3NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内2 満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）このマークのある講座は、夜に開催する講座です。このマークのある講座は、講座のある日に 1 回分の受講料＋教材費等で体験受講ができます。事前に、お電話でご予約をお願いします。ただし同じ講座の体験受講は 1 回限りです。
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■ 旅行企画・実施河北新報トラベル　観光庁長官登
録旅行業第 1939 号　宮城県仙台市青葉区五橋
1-1-10　電話 022-211-6960
日新航空サービス株式会社　仙台営業支店 観光庁長官
登録旅行業第 463 号 宮城県仙台市若林区清水小路
6-1 東日本不動産仙台ファーストビル５階
電話 022-263-6968　
■ 受託販売　NHK 文化センター仙台総支社
東京都知事登録旅行業第 3-4317　宮城県仙台市青
葉区立町 27-21 橋本ビルヂング 2 階
電話 022-224-4811

■ 最少催行人数に達しない場合は、旅行の実施を取
りやめることがあります。■ 満席になり次第締切と
なります。■ 天候、交通事情などで行程が変更され
る場合もあります。

お申し込みの前に
■掲載の旅行は、この広告では

お申し込みを受け付けており
ません。詳しい資料のご請求
やお問い合わせ、お申し込み
はＮＨＫ文化センター仙台教室
までお願いします。

泉中央

旅行講座
バス発着地点

仙台駅東口



このマークのある講座は、講座のある日に1回分の受講料＋教材費等で体験受講ができます。事前に、お電話でご予約をお願いします。ただし同じ講座の体験受講は1回限りです。

あさいひろこの花の絵
アトリエ・フォルム主宰　浅井 浩子

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

四季折々に咲く花々の
透明水彩画講座です。
一人一人、顔が違うよう
に、美の感じ方もその
表現方法も違います。
「上手に描くより、自分
らしい表現」を心がけています。

はじめての水彩色鉛筆画
AJジュニアアートスクール主宰　安達 純子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

手軽に扱え、思い思いの表
現が可能な水彩色鉛筆を
用いて、技術と表現力が向
上するように丁寧に指導し
ます。

お勤め帰りの風景水彩画
アトリエ光彩舎主宰　柴田 治

■ 第1・3水曜 18：30～20：30（初講日4/3）
■ 16,200円（3か月6回）

明るくさわやかな
透明水彩絵の具の
特長を生かして、風
景画を描きましょ
う。はじめて絵筆を
握る方にも、画材の使い方から丁寧に指導
します。

風景水彩画のコツ
アトリエ光彩舎主宰　柴田 治

■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 13,500円（3か月5回）
■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 第2・4月曜 13：00～15：00（初講日4/8）
■ 各 16,200円（3か月6回）

混合パステル画入門
パステル画家　石井 希代子

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 16,200円（3か月6回）

パステルは手軽な画材
ながら、淡いふんわり
とした感じにも油彩
のような重厚な感じ
にも表現できます。
他の画材も取り入れ、楽しい表現を試み
ます。

パステル画入門
洋画家　相沢 忠雄

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 各 16,200円（3か月6回）

パステルはクレパスと同じ
様な画材です。色彩の柔ら
かな感触、独特の輝きを持
つパステル画の基礎的な構
図、描写法などを学び、思い
思いの絵を楽しく描きます。

日曜アトリエ ～自由なモチーフで～
ばなな絵画教室主宰 　佐藤 恵美

■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 13,500円（3か月5回）

油絵を中心に日曜の昼下が
り、思い思いの絵を楽しん
で描きましょう。絵筆をとっ
たことのない方も、基礎か
ら指導します。

油絵　高橋教室（火）
宮城県芸術協会運営委員・新現美術協会会員　高橋 幸造

■ 第1・3火曜 13：30～15：30（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

身近にある静物、風
景、人物画を中心に、
デッサンから構成、色
彩、仕上げまでを各個
人に応じて、ていねい
に指導します。絵画性、
個性を伸ばしながら上達を目指します。

ボタニカルアート
杉崎ボタニカルアート工房
　杉崎 紀世彦、杉崎 文子

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 第1・3土曜 12：30～14：30（初講日4/6）
■ 第1・3土曜 14：45～16：45（初講日4/6）
■ 各 17,560円（3か月6回）

好きな草花を絵に描いてみたい。ボ
タニカルアート＝植物画でそんな夢
をかなえてみませんか。東北で初め
てこの分野の芸術を確立した、ふた
りの講師が手を取って指導します。

油絵　鈴木教室
宮城県芸術協会会員　鈴木 宏幸

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

絵画の基本ともいえ
る静物画を中心に、
デッサンから構成、仕
上げまでをていねい
に指導します。個性
を伸ばしながら、早期上達を目指します。
1画材を1か月で仕上げます。

基礎から学ぶ本格デッサン
仙台美術研究所主宰　畠山 信行

■ 第2・4土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 18,208円（3か月6回）

初心者から経験者、美大進学
をめざす若い方まで、それ
ぞれの実力や目的に応じて、
物の見方、捉え方、道具の
使い方など、初歩から丁寧に
指導します。

能島千明の日本画研究科
日展会員　能島 千明

■ 第3土曜 13：30～15：30（初講日4/20）
■ 第3土曜 15：45～17：45（初講日4/20）
■ 各 21,254円（6か月6回）

日展特選の講師が、個々の技量に
応じて日本画の技法・彩色を
お教えします。伝統に基づく新しい
表現や制作の楽しさを、初歩の方
から公募展をめざす方まで指導
します。

能島千明の基礎デッサン
日展会員　能島 千明

■ 第3日曜 10：00～12：00（初講日4/21）
■ 18,208円 教材費3,602円（6か月6回）

日本画の能島先生のデッサ
ンを中心にした基礎表現の
講座です。デッサンを通し
て物を的確に表現する方法
を習得しましょう。日本画
の描写力、表現力が向上し
ます。

日本画を楽しむ
宮城県芸術協会運営委員　天笠 慶子

■ 第2・4土曜 9：45～12：00（初講日4/13）
■ 第2・4土曜 13：15～15：30（初講日4/13）
■ 各 13,500円（3か月5回）

四季折々の草花や家族の姿
など、身のまわりには描きたく
なる素材がたくさんあります。
日本画独自の画材の使い方を
学びながら、思い思いの
作品を描いていきます。

はじめての水墨画
日本水墨画協会会員　丹野 蒼仙

■ 第2金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 16,200円（6か月6回）

水墨画は墨、硯そして
筆と紙があればあなた
を幽玄の世界へと誘い
ます。調墨を学び階調
を理解し、水墨画を生
涯の友としませんか。

墨画（月）
水墨画家　菅原 康子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

墨画は、墨色の濃淡、にじ
み、かすれ、などによって生
み出される味わいの深い作
品です。1本の筆から生み出
される、さまざまな表現を
楽しみながら学びましょう。

俳画入門
俳人協会会員、「駒草」同人　千葉 卯

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

俳画とは、彩墨画の中でも
できるだけ省略をきかせた
絵のことを言います。その
絵にバランスよく俳句が書
けたら、一層楽しいものに
なるでしょう。

新・仏画入門
釈尾会仏画教室講師　細谷 智晴
釈尾会主宰 　安井 妙洋

■ 第1土曜 13：00～16：00（初講日4/6）
■ 26,308円（6か月6回）

下絵を敷いて描きますので
初心者でも大丈夫です。一
本ずつ気持ちを込めて線を
描くことで、静かに自分と向
き合ってみましょう。

楽しいはがき絵
楽しいはがき絵講師　梶川 陽子

■ 第3木曜 13：00～15：00（初講日4/18）
■ 16,200円（6か月6回） 教材費 1,944円

絵手紙とは少し異な
り、顔彩などのほかに
新聞紙なども素材とし
て使って、季節のお便
りを楽しみます。

消しゴムスタンプ
消しゴムスタンプ職人　佐々木 久美子

■ 第2土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 16,200円（6か月6回）

ほっと和むスタンプで、は
がき・カード・便箋等を彩っ
てみませんか。やわらかな
消しゴムは簡単に刻れま
す。あなただけのステキな
印をご一緒に楽しく作って
みませんか。

ペン画・色鉛筆画入門
宮城県芸術協会会員　若松 義雄

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 16,200円（3か月6回）

感動する心を大切に、
個性を伸ばしながら、
様々な種類のペンや
色鉛筆・パステルなど
を使って自由に描きま
す。お好きな画材で、線と色彩での表現を
楽しく学びましょう。

木版画入門
宮城県芸術協会会員　奥村 昭子

■ 第1・3金曜 10：00～12：00（初講日4/5）
■ 16,200円（3か月6回）

お好きな絵を自分で彫り
刷って作品にします。季節
の便りやカレンダーなどを
制作します。木の温もりや
優しさを感じながら、木版
画ならではの表現を楽しみ
ましょう。

たのしい似顔絵教室
似顔絵作家・日本似顔絵師協会会員　がんじー

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

身近な人から時の有名人
まで、特徴のつかみ方や色の
つけ方、デフォルメの仕方
まで似顔絵のプロがやさしく
ひもときます。

はじめての墨画
墨画家　一関 恵美

■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/7）
■ 16,200円（3か月6回）

絵の苦手な方でも楽しめ
る、初心者向けの講座です。
墨色の美しさや深みを味
わってみませんか。海外でも
人気の墨のモダンな世界を
基本から学び、自分らしい
作品を目指します。

土曜絵画教室
宮城県芸術協会会員 運営委員　中村 喜吉

■ 第2・4土曜 13：00～15：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

美しい風景、鮮やかな
木々、瑞々しい色彩の
花などを見たときの
感動を、絵に残してみ
ませんか？初心者か
ら展覧会出品を目指す方まで、絵を描く楽
しさを一緒に体験します。

月曜水彩教室

■ 第1・3月曜 15：00～17：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

水彩画には、手軽に描
ける魅力があります。
淡い色合いの中にも味
わいのある表現が可能
な、水彩画の奥深い描
き方を追求しながら、
絵を描く楽しさを体験しましょう。

はじめての水彩画～水彩スタートコース～
宮城県芸術協会絵画部門 会員、
宮城水彩画会 会員　加藤 潤

■ 第2・4木曜 13：00～15：00（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

水彩画に初めて触れる方のた
めの講座です。色を使いこなす
基本からはじめ、作品作りの手
順などを学びながら、各人の
ペースに合わせて水彩を描く
ためのステップを学びます。

宮城水彩画会会員　久保田 敏
楽しく描こう 杜の絵画アトリエ
宮城県芸術協会絵画部門 会員、宮城水彩画会 会員　加藤 潤

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 16,200円（3か月6回）

画材の使い方から技
法、表現方法を幅広
く、楽しく学べる絵画
アトリエです。水彩、
油絵、パステル、色鉛
筆などお好きな画材で、作品制作のお手伝
いをします。

絵手紙
日本絵手紙協会公認講師　伊藤 正子

■ 第1月曜 13：00～15：00（初講日4/1）
■ 第1水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 第1水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 第1木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 第2水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 各 16,200円 教材費 1,620円（6か月6回）

絵が添えられた便りはうれしいものです。身近なものを画材
に、見たまま感じたままを自分の言葉と文字で表現しましょう。

写真　米山教室（月）
日本写真協会会員　米山 光昭

■ 第2・4月曜 13：00～15：00（初講日4/8）
■ 16,848円（3か月6回）

「撮る」からデジタルで「見る」、
二つの技術を学ぶ講座です。
各種コンテストに向けた
作品作りのアドバイスもいた
します。（デジタル一眼レフ
カメラを使用します）

デジタルカメラ・パソコン・応用編

■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 17,884円（3か月6回）

日本写真協会会員　米山 光昭
デジタルカメラの基本的
な操作をマスターし、
さらにステップアップを
目指す方のための講座
です。

デジタルカメラ画像処理
日本写真協会会員　米山 光昭

■ 第1・3火曜 13：00～15：00（初講日4/2）
■ 20,023円（3か月6回） 教材費 1,080円

撮影した画像を、より良
い作品にする為の画像
処理を学びます。コンテ
ストなどを目指したワ
ンランク上の作品作り
にも役立つよう、実践的
なアドバイスをします。

写真　小野教室
宮城県 芸術選奨選考委員　小野 幹

■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 12,960円（3か月5回）

「撮る」という積極的
な技術を勉強します。
野外での実習による
被写体のとらえ方と構
図、マナー、作品づくり
が中心です。

写真　竹内教室
日本写真協会会員　竹内 正

■ 第2・4土曜 18：00～20：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

感動的な風景、心を癒や
す花々、素敵なファミリー
などの写真が思い通りに
撮れたら、どんなに楽しい
ことでしょう。初心者から
上級者まで、楽しく勉強
してみませんか。

ハワイアンフラ（ベーシック/ステップアップ）
フイレフア代表　設楽 洋子

■ 第2・4土曜 10：00～11：00（初講日4/13）
■ 11,826円（3か月5回）

フラは自然との対話で
あり、心も体も健康に
なります。ハワイの人間
国宝故ジョージナオペ
の踊りを直に受け継ぐ
講師が、初心者にもて
いねいに指導します。

ステキにハワイアンフラ（入門）
Hālau O Nā HōKū 主宰　星 眞智子

■ 毎週日曜 13：00～14：15（初講日4/7）
■ 26,017円（3か月11回）

フラダンスは踊ってい
るうちに、知らず知らず
健康維持ができます。
美しく、すてきな南国
のリズムに乗ってハワ
イの香りを楽しみま
しょう。

はじめよう社交ダンス
宮城県プロダンスインストラクター協会会員　芦田 恵子

■ 毎週水曜 18：30～19：50（初講日4/3）
■ 28,641円（3か月12回）

初めてダンスを始める方、
基礎をしっかり学びたい方
大歓迎です。ルンバ・チャ
チャチャ・サンバなどのほ
か、ワルツ・タンゴ・フォック
ストロットなどを基本から
学びます。

大人のためのクラシックバレエ
村上 洋子

■ 毎週月曜 19：00～20：30（初講日4/1）
■ 31,600円（3か月11回）

1日の終わりに楽しく
踊り、心も体もリフ
レッシュしませんか？
バレエの動きを取り
入れた体幹トレー
ニングを行い、基礎から応用まで丁寧に
指導します。初心者歓迎です。

社交ダンス
ビビッド・ダンサーズ宮城県支部長、JBDF東北ブロック・プロ
Ａ級　佐藤和美・茂内あさ子

■ 上級 毎週土曜 18：15～19：45（初講日4/6）
■ 研究科：水 毎週水曜 16：00～17：30（初講日4/3）
■ 研究科：土 毎週土曜 13：20～14：50（初講日4/6）
■ 上級 21,481円（3か月9回） 研究 24,948円（3か月10回）

講師（現役プロ競技選手）と
踊る時間が多いので、ステッ
プに不安な方も安心して楽し
みながら学ぶ事ができます。

大人のためのクラシックバレエ
～トウシューズ基礎クラス～
村上 洋子

■ 第1・3日曜 11：00～12：00（初講日4/7）
■ 会員 16,200円 一般 19,569円（3か月6回）

初めてトゥシューズを履く方
などにおすすめの、履き方や
立ち方の基本から指導する
クラスです。基本の動きを通
して、体幹トレーニングを行
いながら進めます。

ベリーダンス入門
ベリーダンサー　YAMA

■ 第2・4金曜 19：00～20：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

ベリーダンスは、腹筋・背
筋・腸内筋肉を自然に鍛
えることができ、女性の
健康維持に役立ちます。
エキゾチックなダンスで
心身ともに美しくなりま
しょう。（女性限定）

リズムトレーニングから始める
ヒップホップダンス
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 第1・2・3土曜 17：20～18：30（初講日4/6）
■ 21,286円（3か月9回）

ストレッチやインターロッ
クのリズムトレーニングか
ら始めて、少しずつ踊れる
ようになりましょう。初めて
の方でも安心です

はじめてのピラティス
FTP認定マットピラティスマスタートレーナー　壹岐 友紀

■ 毎週木曜 10：00～10：50（初講日4/4）
■ 26,956円（3か月12回）

身体のベース作りである
ピラティスにチャレンジする
ことで、10回のレッスンで
気分が良くなり、20回で
見た目が変わり、30回で
全く別の身体に生まれ変わ
ります。

身体と脳のリラクゼーションとデトックス
FTP認定マットピラティスマスタートレーナー　壹岐 友紀

■ 毎週木曜 11：10～12：00（初講日4/4）
■ 26,956円（3か月12回） 教材費 1,080円

骨や筋肉の硬さに合わせ
作られた専用の【ミニポー
ル】を使いセルフマッサー
ジをします。後半はハーブ
ティーを飲みながら、瞑想
で脳のリラクゼーションを
行います。

月に１度の
食とヨーガでプチデトックス
ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 第4土曜 15：20～17：20（初講日5/25）
■ 4,492円（2か月2回） 教材費1,080円

月に１度のデトックスで
も、心身はリセットでき
るものです。ヨーガと食
事を組み合わせることに
より、効率の良い心身の
ケア・デトックスを手軽に学びます。

健康ストレッチヨーガ
日本健康協会理事長　永沼 秀章［監修］
日本健康協会 教授　小田垣 幸子、市村 きみ子

■ 毎週火曜 10：30～12：00（初講日4/2）
■ 28,382円（3か月12回）

ヨーガのポーズを基本に、
運動生理学に基づいたスト
レッチングです。身体の各
部分をゆったりとした動作
で伸ばし、柔軟性を高め肩
こり、腰痛を防止します。

心と身体を結ぶ Yogaベーシック
ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 第1・3金曜 18：30～19：50（初講日4/5）
■ 13,478円（3か月6回）

ヨーガを通して季節
の心身のケアを学
習します。年齢・身
体の硬さなど気に
せずまずは自分の
呼吸を感じるところ
から始めましょう。

ホームヨーガ
呼吸ひとつであなたも変わる！
日本ヨーガ学会会長　田原 豊道
若林千恵子、細川玲子、大友福美、渡部弥穂、後藤さつき

■ 毎週月曜 12：45～14：15（初講日4/1）
■ 25,423円（3か月11回）

インドの伝統ヨーガ「ハタ・ヨーガ」のポーズ
と呼吸と読誦による効果で、生命力が躍動
するのを感じてください。

シニア世代からの体質改善気功
五行気健康法主宰　鎌田 健志

■ 毎週水曜 13：00～14：20（初講日4/3）
■ 28,382円（3か月12回）

東洋医学の五行に基づき、
内臓（五臓）をリフレッシュ
強化します。難しい動きは
なく終わった後も充実感、
爽快感を実感できます。

花架拳
日本花架拳学会 会長　吉川 昌代

■ 師範 第3金曜 13：30～14：30（初講日4/19）
■ 9,298円（3か月3回）
■ 基礎 第3金曜 14：35～15：45（初講日4/19）
■ 7,257円（3か月3回）

中国武術の伝統を受け
継ぎ、花のように美しく
舞う優美な健身術です。
身体づくりやストレス
解消に役立ちます。

太極拳
日本健康協会太極拳講師　山下 千賀子

■ 毎週木曜 15：30～16：45（初講日4/4）
■ 28,382円（3か月12回）

気功法で気の流れを体感
し、中国政府が制定した
24式太極拳を中心に講座
を進めます。ゆっくりとした
動作で、生活習慣病（成人
病）や慢性病の予防に最適な
運動です。

桃花扇
日本花架拳学会 会長　吉川 昌代

■ 第3金曜 15：50～17：00（初講日4/19）
■ 8,391円（3か月3回）

中国武術の伝統を今日に
よみがえらせた優美な健身
術です。「桃花扇」は花架拳、
花扇功で基礎になる所作を
学んだうえで進む、少し上の
クラスです。

自彊術（じきょうじゅつ）
公益社団法人自彊術普及会 指導員　熊谷 豊子

■ 毎週金曜 10：30～12：00（初講日4/5）
■ 27,734円（3か月12回）

日本最初の健康体操。
独特の呼吸法や全身
性・系統的な引動作で、
心身のストレス解消や
生活習慣病（成人病）予
防に効果の高い体育療
法です。

経絡・ツボ療法
SMC経絡学院理事長　東海林 正健
SMC経絡学院長　東海林 徳子

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 14,191円（3か月6回）

いまつらい症状を、セル
フ治療体験しながら、東
洋医学の基礎と治療法
の実技を学びます。ツボ
の探し方と在宅療法のた
めの実践指導をします。

らくらく筋トレ体操
仙台整美体操教室　那波 由美子

■ 第2・4火曜 13：00～14：15（初講日4/9）
■ 14,191円（3か月6回）

老後もはつらつと過ご
すには、使わない筋肉
を鍛えることが大切で
す。筋トレ、ストレッチ
など、を組み合わせて
自宅でもできる運動
です。

体の歪みをとる
ボディミラクルアドバイザー　吉川 知慧

■ 第1・3火曜 13：00～14：10（初講日4/2）
■ 第1・3水曜 18：50～20：00（初講日4/3）
■ 各 14,968円（3か月6回）

「体幹」を知りブレない体
作りを進めます。疲れにくい
体、冷え、関節痛の心配から
解放される体を目指し、
ストレッチやダンス要素を
入れて指導します。

バレエ美筋エクササイズ
ボディミラクルアドバイザー　吉川 知慧

■ 第1・3火曜 14：30～15：40（初講日4/2）
■ 第1・3木曜 18：45～20：00（初講日4/4）
■ 各 16,524円（3か月6回）

体の構造や骨盤があるべき
位置を学びながら、ボディ
ラインを作り上げるレッスン
です。骨格と呼吸を意識しな
がらバレエストレッチを行い、
代謝アップを目指します。

姿勢を美しくする
エクササイズ＆ウォーキング
ウォーキングスタイリスト　三上 明子

■ 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 18,921円（3か月6回）

体の不調や痛みを改善し、
Ｏ脚や骨盤の歪みを整え
ます。美しい歩き方はシェ
イプアップ効果もあり、冷え
性・腰痛・ねこ背・膝痛の方
にもおすすめです。

からだコンディショニング体操
介護予防トレーナー　三浦 大輔

■ 第1・3月曜 13：00～14：30（初講日4/1）
■ 12,960円（3か月5回）

体幹・足裏の機能を整え、美
しくアクティブな体を手に
入れましょう！肩・腰・膝に
不安のある方、疲れやすい
方、おなか周りが気になる
方まで体のお悩みにお答え
します。

はじめての社交ダンス（ペア）
宮城県プロダンスインストラクター協会会員　芦田 恵子

■ 毎週月曜 18：00～20：30（初講日4/1）
■ 14,256円（3か月11回）

初めてダンスを始める方、
基礎をしっかり学びたい
方向けの新しい講座です。
ルンバ・チャチャチャ・サンバ
などのほか、ワルツ・タンゴ
などを基本から指導します。

楽しいコーラス
松田 伸子

■ 第1・3水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 14,191円（3か月6回）

コーラスの１番の楽しさ
はハーモニーの美しさに
あると思います。そんな
ハーモニーの美しさを追
求しながら楽しく歌うこ
とを目指しましょう。初め
ての方も大歓迎です。

さわやかコーラス
声楽家　姉歯 けい子
ピアニスト　菊池 朋子

■ 毎週月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 25,423円（3か月11回）

ジャンルにこだわらず楽しく
歌います。自然な発声と
美しいハーモニーは気持ちも
さわやかにしてくれます。

なつかしのうたごえ喫茶
バラライカ代表 うたごえリーダー　南部 敏郎

■ 第2・4火曜 15：00～16：30（初講日4/9）
■ 14,191円（3か月6回）
■ 第1・3水曜 13：30～15：00（初講日4/3）
■ 11,826円（3か月5回）

ロシア民謡から童謡、シャ
ンソン、フォークソングな
ど、世界中のなつかしい
歌の数々を、当時を思い
出しながら歌いましょう。

演歌・心をうたう
(社)全日本音楽教室指導者連合会
四段本部正師範　相馬 和正

■ 第2・4水曜 10：00～12：00（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

みんなが知っている演歌を、
人間の魂（こころ）を揺さ
ぶり、自分の「こころの歌」と
なるように歌う方法を、わかり
やすく指導します。

童謡・抒情歌、ポピュラー歌曲をご一緒に
日本歌曲「友」の会会員　佐藤 ミエ
宮城学院女子大学音楽教室講師　相澤 やよい

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 15,552円（3か月6回）

楽譜を読むのが苦手と
いう方でも大丈夫です。
いつか口ずさんだこと
のあるなつかしい歌を
楽しくうたいましょう。

シャンソン シャンソン歌手　佐藤 よしみ

■ 毎週月曜 15：00～17：00（初講日4/1）
■ 27,442円（3か月11回）
■ 毎週火曜 13：00～14：30（初講日4/2）
■ 29,937円（3か月12回）

フランスの歌謡曲シャンソンを、親しみやすい日本語の訳詞をの
せて、ひとりひとりにやさしく指導します。何かをはじめたいと
思ったときがチャンスです。楽しい仲間たちと一緒に生き生きと
した時間を過ごしませんか。初心者の方大歓迎です。心からお待ち
しています。（まずはご見学をどうぞ）

■ 毎週火曜 14：30～16：30（初講日4/2）
■ 29,937円（3か月12回）
■ 第3木曜 15：30～17：30（初講日4/18）
■ 8,780円（3か月3回）

アルプス音楽「ヨーデル」をうたう
ヨーデル・チロリアン　佐藤 憲男

■ 第1・3木曜 18：30～20：00（初講日4/4）
■ 16,848円（3か月6回）

ストレス発散にも、
健康にもいいヨーデ
ル。発声法から指導
します。

聖歌を歌う
仙台基督教会聖歌隊指導者　竹石 由美子

■ 第4月曜 13：00～14：30（初講日4/22）
■ 7,776円（3か月3回）

聖歌や賛美歌と呼ばれる
キリスト教音楽は、日本でも
長く親しまれ歌われてきま
した。講座では良く知られて
いる聖歌を歌うとともに、
聖歌の歴史や文化についても
ふれてみます。

カラオケに強くなる！ポップスを歌う
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ 第2・4木曜 18：30～20：00（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

まずは発声でウォーミン
グアップ！曲それぞれの魅
力とリズムやテンポなどの
特徴をつかみ、味わいなが
ら歌い上げましょう。

音痴返上・持ち歌づくりの歌唱講座
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる
歌がヘタ、人前で歌う自
信がない、カラオケに誘
わ れ る の が 気 が 重
い・・・。そんな人たちの
ために、自信を持って歌
える「持ち歌」づくりの
お手伝いをします。
■ 第1・3火曜 18：30～20：00（初講日4/2）
■ 17,560円（3か月6回）

心地よく歌うための ボイストレーニング
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ 第1・3木曜 10：00～11：30（初講日4/4）
■ 16,848円（3か月6回）

呼吸・発声・共鳴など
の基本をマスターし
ていくと、あなただ
けのナチュラルで素
敵な声が引き出され
ます。声域を広げて、心地よく歌ってみま
しょう。

初めてのボイストレーニング
声楽家　都築 紘子

■ 第2・4水曜 15：30～17：30（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

ポピュラーソングなどを
楽しく歌いながら、正しい
発声を学んでいきます。グ
ループレッスンに加えて、
一人ひとりの声質にあわ
せた指導も交えて進めて
いきます。

ウクレレで歌おう
高橋 研一

■ 第2・4月曜 15：30～17：00（初講日4/8）
■ 15,552円（3か月6回）

ウクレレはたった４本の弦
ですが、いろいろな和音が
奏でられ、歌いながらの伴
奏にぴったりです。なつか
しの歌からJ-POPまで、歌
いたかったあの歌を楽し
みましょう。

名曲をクラシックギターで奏でる
ギタリスト　佐藤 正隆

■ 第1・3金曜 10：30～12：00（初講日4/12）
■ 16,200円（3か月6回）

ずっと憧れていた名曲の
数々を、ギターのやさし
い音色で奏でます。初め
ての方でも丁寧に指導し
ますので、思う存分ギ
ターを楽しんで弾きま
しょう。

オカリナ
たいはくミュージックスクール主宰 　萱場 由美

■ 第2・4水曜 10：30～12：30（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

オカリナのやさしい
音色で、童謡、唱歌、
アニメ音楽、ポップ
スなどを吹いてみま
せんか。オカリナは
いつでも持ち歩くことができ、お供をして
くれる可愛い楽器です。

バイオリンを弾こう
石田 恵子

■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

いつかは弾いてみた
いと、あこがれる楽器
がバイオリンです。決
してむずかしくありま
せん。ていねいな指導
で、数か月で簡単な曲が弾けるようになり
ます。

楽しいアコーディオン
～30分個人レッスン～
アコーディオニスト　高橋 さとみ

■ 第１・３木曜 18：00～20：30（初講日4/4）
■ 19,569円（3か月6回）

懐かしくやさしい音色のアコー
ディオン、弾いてみたいと思った
ことはありませんか。カフェ音楽
から懐かしのメロディまで。是非
弾きながら癒されてください。
楽器無しでも始められます。

マンドリン
仙台チルコロ・マンドリニスティコ・フローラ主宰　高橋 五郎

■ 第1・3金曜 15：30～17：30（初講日4/5）
■ 15,552円（3か月6回）

イタリア生まれのマンドリン。丸
いボディーが特徴です。明るく
澄んだ音色は、南欧の青い空と
海、輝く太陽を思わせます。トレ
モロの響きは、ロマンと気品に
満ちています。

マンドリンアンサンブルを楽しむ
仙台チルコロ・マンドリニスティコ・フローラ主宰　高橋 五郎

■ 第1・3日曜 10：30～12：30（初講日4/7）
■ 17,172円（3か月6回）

マンドリンやクラシックギター
の、優しく美しい音色のアンサ
ンブルを楽しみませんか。ハー
モニーを作る喜びを一緒に味わ
いましょう。ご自分が演奏でき
る楽器でご参加ください。

ケーナとサンポーニャ教室
高橋 易宏

■ 第1・3日曜 13：00～15：00（初講日4/7）
■ 15,552円（3か月6回）

アンデスの笛の響きをあな
たの手に。「コンドルは飛ん
で行く」から世界のポピュ
ラーソングまで、誰でも手
軽に楽しむことができま
す。基礎から丁寧にレッスン
いたします。

楽しいリコーダー
～基礎からアンサンブルまで～
リコーダー教師　西田 百合子

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 15,552円（3か月6回）

リコーダーは自分の感情を
表現しやすく、きれいな心
にしみる音が出る楽器で
す。童謡、クラシック、映画
音楽などを皆さんと一緒に
合奏して楽しみましょう。

市民吹奏楽団所属　東海林 清聡

■ 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 16,848円（3か月6回）

フルートの優しく澄んだ音色
に憧れながら、演奏するのは難
しそうと思っている方はいらっ
しゃいませんか？初めての方の
ために、音の出し方や指使い
からていねいにお教えします。

お勤め帰りの趣味講座
フルート入門

お勤め帰りの趣味講座
クラリネット入門
市民吹奏楽団所属　東海林 清聡

■ 第2・4金曜 18：30～20：00（初講日4/12）
■ 16,848円（3か月6回）

クラリネットは、深く重厚
な低音から伸びやかな高
音まで音域が広いため
に、演奏ではメロディー
を吹く事が多い主役級の楽器です。これから
始める方のために優しくお教えします。

「ガムラン」はインドネ
シアの伝統的な打楽器
中心の合奏音楽の総称
です。独特の音色は
ヒーリング音楽としても
注目されています。異国情緒豊かなガムラン
を一緒に演奏しませんか。

ガムラン音楽入門
ガムラン演奏家　守屋 圭子

■ 第2・4月曜 18：30～20：00（初講日4/8）
■ 16,848円（3か月6回）

囲碁入門 午後クラス
碁ランティア　菊川 悟

■ 第1・3金曜 13：15～15：15（初講日4/5）
■ 16,848円（3か月6回）

囲碁の基本的な考え方から
布石、定石、対局へと指導し
ていきます。

初心者のための囲碁 夜クラス
碁ランティア　菊川 悟

■ 第1・3木曜 18：30～20：30（初講日4/4）
■ 16,848円（3か月6回）

この講座は、初心者向けに囲
碁の基本的な考え方から布
石、定石、対局へと指導して
いきますので、お気軽にご参
加ください。

ハーブを暮らしに活かす
ジャパンハーブソサエティー　宍戸 多恵子

■ 第2・4木曜 10：30～12：00（初講4/11）
■ 15,552円（3か月6回） 教材費 4,011円

食事や生活の中にハー
ブを取り込むことで暮
らしに活力が生まれま
す。ハーブの育て方か
らその効果やさまざま
な利用方法までを指導
します。

仙台教室のご案内

仙台市青葉区立町27-21
TEL 022-224-4811
http://www.nhk-cul.co.jp/school/sendai/

定禅寺通りに面し、
せんだいメディア
テークの向かい側。
仙台橋本ビルヂング
の2階に受付があり
ます。

四季を彩る楽しいガーデニング
日本フラワーデザイナー協会本部講師・審査員　佐藤 洋子

■ 第1月曜 13：00～15：00（初講日4/1）
■ 12,960円（6か月5回）

四季折々の草木や木を使って
基礎から始めます。土づくり
や植物形態の観察色など
そのつどテーマを持たせ
ながら楽しみましょう。

四季の園芸
園芸家　大里 正樹

■ 第4水曜 10：30～12：00（初講日4/24）
■ 8,780円（3か月3回）

植物は、四季の管理
を適切に行うことで、
生き生きと育てるこ
とが出来ます。豊富な
経験を持つ講師が、
園芸好きな人々のために植物の育て方、楽
しみ方をお伝えします。

すぐに役立つ話し方の基礎レッスン
フリーアナウンサー　佐藤 知子

■ 第1・3火曜 19：00～20：30（初講日4/2）
■ 15,552円（3か月6回）

人前でうまく話せない、話
し方に自信を持てないな
ど、悩んでいませんか？発
音・発声や相手に伝わる話
し方・敬語などを学び、人前
で堂々と話せるようレッスン
します。

心に届く読み方・話し方 
フリーアナウンサー　佐藤 知子

■ 第1・3水曜 15：00～16：30（初講日4/3）
■ 17,560円（3か月6回）

人の心に届く朗読の方法と
話し方には、深い相関関係
があります。聞く人にあなた
の思いが素直に染みこんで
いくような、心に届く発声・
発音・表現の方法をお伝え
します。

あがり症・話しベタさんのためのスピーチ塾
(社)あがり症克服協会 理事長（監修）　鳥谷 朝代
(社)あがり症克服協会 認定講師　小川 薫

■ 第3日曜 10：00～12：00（初講日4/21）
■ 20,930円（6か月6回） テキスト代1,080円

自己紹介・挨拶・発表と聞いた
だけで緊張してしまう方、
手や声の震えで悩んでいる
方はぜひ受講してみてくだ
さい。あがり症を克服した
講師が丁寧に指導します。

折り紙　～四季折々～
日本折紙協会講師　齋藤 奈美子

■ 第3土曜 10：00～12：00（初講日4/20）
■ 14,191円（6か月6回）

昔からある鶴や風船が折り
紙の基本ですが、実用的な
折り紙（箸袋、飾り箱など）
や干支などの飾りもの、四季
の行事に合わせて作る折り
紙の色紙などを紹介して
いきます。

マインドフルネス実践講座
～安らぎと健康のための瞑想習慣～

（一社）ME応用心理学研究所 代表　深瀬 啓介

■ 第1・3金曜 10：00～12：00（初講日4/5）
■ 17,560円（3か月6回）

近年ストレスケアや脳科学
の分野で注目されている
瞑想を初心者でも分かり
やすく実践的に学びます。

人相学・手相学
高島易断・運命鑑定師　高島 忠伯

■ 第1・3木曜 15：00～16：30（初講日4/4）
■ 15,552円（3か月6回）

人相学や手相学では、顔相
や骨相、手の平の掌線や肉
付きなど、人体のつくりを
見て、性格や運勢を占いま
す。講座ではそれぞれの歴
史とともに、実際の占い方
を学びます。

誰でもできる「家庭の中医学」
南東北中医薬研究会講師

■ 第1火曜 10：30～12：00（初講日4/2）
■ 16,848円（6か月6回）

「中医学」は、鍼灸や薬膳、
美容や健康増進など幅広い
分野で活用されています。
薬膳・ツボ・漢方薬の使い
方などを学んで、健康を守り
ましょう。

ソムリエが語る！お酒の奥深い世界
竹泉荘ソムリエ・きき酒師　佐藤 幸博

■ 第2水曜 19：00～20：30（初講日4/10）
■ 15,552円（6か月6回） 教材費12,312円

お酒は世界の文化。ソムリエ
として経験豊かな講師おす
すめの日本酒・ワイン・ビー
ル・カクテルをテイスティ
ングしながら、その奥深い
魅力に迫ります。

呑ん兵衛の寺子屋 日本酒入門塾
竹泉荘ソムリエ・きき酒師　佐藤 幸博

■ 第3火曜 19：00～20：30（初講日4/16）
■ 15,552円（6か月6回） 教材費12,960円

日本酒を試飲し、基礎
知識から通な楽しみ方
までご紹介します。日本
酒好きな方も、これから
学びたい方も楽しめます。
資格認定も可能です。

ワインの魅力を探る
シニアワインアドバイザー　足立 武彦
ソムリエ　足立 恵美

■ 第4木曜 18：15～20：00（初講日4/25）
■ 15,552円（6か月6回） 教材費12,960円

少し分かるだけで楽しく、
そして美味しくなるのが
ワインです。毎回、品種や
産地などのテーマに沿って、
世界の色々なワインをご紹介
します。

カクテルを楽しむ
日本バーテンダー協会仙台支部長　菊地 利昭

■ 第2水曜 19：00～20：30（初講日4/10）
■ 8,100円（3か月3回） 教材費 9,720円

カクテルの種類の違い
や、レシピ、ネーミングの
秘密、シェーカーの技ま
で含め、仙台市内でバー
を営むプロが指導しま
す。（会場は国分町の
bar/rayです）

そば打ち教室 ～十割そばに挑戦～
「そば処嘉平」店主　我妻 敏彦

■ 第1・3土曜 15：30～17：30（初講日4/6）
■ 18,921円（3か月6回） 教材費9,720円

一般的に難しいと言われる
十割そばに挑戦します。仙台
市内でそば店を営み、そば粉
と水にこだわりを持つ講師
が、初心者にも丁寧に指導し
ます。

「うちカフェ」を楽しむ
～珈琲と紅茶の美味しい淹れ方～
おもてなし珈琲道師範　三浦 由美子

■ 第2日曜 13：30～15：00（初講日4/14）
■ 7,776円（3か月3回） 教材費 3,240円

ティータイムを楽しめるよ
うに美味しい珈琲・紅茶
の淹れ方を本格的にご指
導します。他に珈琲と紅茶
の歴史や知識、おもてなし
の心得を学びます。

前で結んでクルッと回して！
前結び着付け教室
きの和装学苑師範　中村 あけみ

■ 第2・4金曜 10：00～12：30（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

前結びは帯板、だてじめは使いま
せん。2個のクリップを使うこと
で前結びのポイントが決まり、窮
屈感もありません。無料説明会を
ご受講の上、お申込みください。
無料説明会 3/22（金）10：00～12：30

初心者のためのパソコン塾
仙台シニアネットクラブ講師

■ 第1・3水曜 15：30～17：00（初講日4/3）
■ 16,200円（3か月6回） 教材費1,620円

初心者のために初歩から
優しく教える講座です。
パ ソ コ ン（ W i n -
dows10）の基本操作
から、wordで文章を
作ることやインターネットの操作などに
進みます。

証券と投資の基礎知識
野村證券株式会社仙台支店ファイナンシャル・アドバイザー　渡邉 恵子、末永 晶子

■ 第4金曜 10：30～12：00（初講日4/26）
■ 会員 12,182円 一般 14,191円（6か月6回）

投資信託やNISAなどが
低金利の時代に注目されて
います。講座では株やさま
ざまな金融商品の特徴や
注意点をはじめ、経済の
仕組みについてもわかり
やすく解説します。

チーズレッスン～チーズで旅するヨーロッパ～
フランスチーズ鑑評騎士　足立 武彦
フランスチーズ鑑評騎士　足立 恵美

■ 第3木曜 19：00～20：45（初講日4/18）
■ 13,737円（6か月6回） 教材費16,200円

【会場】オーボンフェルマン
（仙台市青葉区上杉1-4-10、青葉区役所裏）

色々なチーズを食べてみた
い方からチーズの資格を目
指す方まで、チーズ好きな方
お待ちしています。

オーダーメイドの講座を受講したい、
企画したいというご要望はありませんか。

・従業員の福利厚生のために、講座を受講したい。
・企業の記念行事やイメージアップのために、オリジナルの
講座を企画したい。
・研修や人材育成に役立つ企画を行いたい。
創立から40周年を迎えるカルチャー事業で培ったノウハウや
多彩な講師陣を擁するNHK文化センターが、目的、ご予算、
実施場所等に応じて、ご提案させていただきます。

TEL022-224-4811 NHK文化センター仙台教室へ

企業・自治体・
各種団体のみなさまへ

初心者のための将棋教室

■ 午後クラス 第2・4水曜 15：00～16:30（初講日4/10）
■ 夜クラス 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 各 17,560円（3か月6回）

最近将棋に関心を持ち始めて、
「もっと勝てるようになりたい」
「プロ棋士の将棋をもっと理解で
きるようになりたい」という方を対
象とした初心者向きの講座です。

ＮＨＫ将棋講座観戦記者　森 充弘
七段(元アマ名人) 　加部 康晴

フラメンコを楽しく
モレーナスタジオ主宰　モレーナ

■ 毎週日曜 11：00～12：15（初講日4/7）
■ 21,600円（3か月10回）
会場／中央通りイオン向・山野楽器仙台店

本場で研鑚を積んだ講師陣
が、情熱の踊りを指導しま
す。初めての方は、アンダル
シアに伝わるセビジャーナス
を中心に、手の動き、足の使
い方やリズムから学びます。

ママとベビーのスイミング教室
仙台スイミングスクール
対象は生後６か月～２歳９ヶ月。ママはシェ
イプアップ、赤ちゃんはストレス解消、ママ
と赤ちゃんのスキンシップをはかります。
■ 毎週月曜11：00～12：00（初講日4/1）
■ 毎週木曜11：00～12：00（初講日4/4）
■ 毎週土曜10：00～11：00（初講日4/6）
■ 各 17,550円（3か月10回）（傷害保険含む）
会場／仙台スイミングスクール  仙台市宮
城野区清水沼1-1-30 TEL 022-291-5351

洋裁　アトリエAKIKO
武田 彰子
2時間半でデザイン、パターン、縫製を行い
ます。楽しいおしゃべりも交えながらの教
室です。
■ 第1・2・3木曜 10：00～12：30（初講日4/4）
■ 第1・2・3木曜 13：30～16：00（初講日4/4）
■ 各 19,440円（3か月9回）
会場／アトリエAKIKO
仙台市青葉区二日町7-32 勾当台ハイツ1階
TEL 022-266-1447 

陶芸 ゆとり炉
ゆとり炉　村松 淳

■ 第1・3土曜 15：00～17：00（初講日4/6）
■ 8,748円（3か月6回）
■ 第2・4土曜 15：00～17：00（初講日4/13）
■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 各 7,290円（3か月5回）
会場／仙台市泉区長命ヶ丘1-2-10
TEL 022-378-2929

女性の水中歩行健康
仙台スイミングスクール
水に顔をつけることなく有酸素運動や筋
運動ができ、中高年者の機能維持、増進、
回復訓練、体脂肪減まで幅広い効果が期
待できます。
■ 毎週火曜 13：30～14：15（初講日4/2）
■ 毎週金曜 13：30～14：15（初講日4/5）
■ 各 13,500円（3か月10回）（傷害保険含む）
会場／仙台スイミングスクール  仙台市宮
城野区清水沼1-1-30 TEL 022-291-5351

風景を描く上での構図
や水彩による表現方法
を学びます。

女性麻雀教室
日本プロ麻雀協会所属プロ　郷内 武広

■ 入門・上達 各 第1・3金曜 13：30～17：00（初講日4/5）
■ 入門・上達 各 第2・4金曜 13：30～17：00（初講日4/12）
■ 各 14,191円（3か月6回）
■ 実践Ａ 第2・4金曜 13：30～17：00（初講日4/12） 
■ 実践Ｂ 第1・3金曜 13：30～17：00（初講日4/5）
■ 各 14,839円（3か月6回）

脳を活性化させるゲームとして女性の間で
も人気がある麻雀の基本的なルールから
実践的なうち方まで指導します。

ハーモニカ
日本ハーモニカ芸術協会公認指導員　永坂 洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　　伊石 昌弘

■ 第2・4木曜 18：00～20：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

童謡から世界の名曲
まで、合奏の楽しさ
を味わいながら練習
します。未経験者に
も丁寧に指導します。

やさしいハーモニカ
日本ハーモニカ芸術協会公認指導員　永坂 洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　　伊石 昌弘

■ 第2・4木曜 15：15～17：15（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

童謡から世界の名曲
まで、合奏の楽しさ
を味わいながら練習
します。未経験者に
も丁寧に指導します。

社交ダンス　初級・中級
宮城県プロダンスインストラクター協会会員、
宮城県ボールルームダンス連盟会員　信夫 三智子

■ 初級 土曜 15：00～16：30（初講日4/6）
■ 中級 土曜 16：35～18：05（初講日4/6）
■ 各 26,254円（3か月11回）

心も身体もしなやかに
美しく！基本をもう一度
学びたい方から、レベル
アップしたい方まで、丁
寧に指導いたします。

お勤め帰りの社交ダンス
宮城県プロダンスインストラクター協会会員、
宮城県ボールルームダンス連盟会員　吉田 恵子

■ 毎週火曜 18：30～20：00（初講日4/2）
■ 26,254円（3か月11回）

今から始めようと思ってい
る方、以前習っていた方…
火曜日の夜、ご一緒に始め
ませんか。基本ステップか
ら始めて、ステップアップし
ていきます。
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提携講座

5NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内4 満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）このマークのある講座は、夜に開催する講座です。



このマークのある講座は、講座のある日に1回分の受講料＋教材費等で体験受講ができます。事前に、お電話でご予約をお願いします。ただし同じ講座の体験受講は1回限りです。

あさいひろこの花の絵
アトリエ・フォルム主宰　浅井 浩子

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

四季折々に咲く花々の
透明水彩画講座です。
一人一人、顔が違うよう
に、美の感じ方もその
表現方法も違います。
「上手に描くより、自分
らしい表現」を心がけています。

はじめての水彩色鉛筆画
AJジュニアアートスクール主宰　安達 純子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

手軽に扱え、思い思いの表
現が可能な水彩色鉛筆を
用いて、技術と表現力が向
上するように丁寧に指導し
ます。

お勤め帰りの風景水彩画
アトリエ光彩舎主宰　柴田 治

■ 第1・3水曜 18：30～20：30（初講日4/3）
■ 16,200円（3か月6回）

明るくさわやかな
透明水彩絵の具の
特長を生かして、風
景画を描きましょ
う。はじめて絵筆を
握る方にも、画材の使い方から丁寧に指導
します。

風景水彩画のコツ
アトリエ光彩舎主宰　柴田 治

■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 13,500円（3か月5回）
■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 第2・4月曜 13：00～15：00（初講日4/8）
■ 各 16,200円（3か月6回）

混合パステル画入門
パステル画家　石井 希代子

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 16,200円（3か月6回）

パステルは手軽な画材
ながら、淡いふんわり
とした感じにも油彩
のような重厚な感じ
にも表現できます。
他の画材も取り入れ、楽しい表現を試み
ます。

パステル画入門
洋画家　相沢 忠雄

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 各 16,200円（3か月6回）

パステルはクレパスと同じ
様な画材です。色彩の柔ら
かな感触、独特の輝きを持
つパステル画の基礎的な構
図、描写法などを学び、思い
思いの絵を楽しく描きます。

日曜アトリエ ～自由なモチーフで～
ばなな絵画教室主宰 　佐藤 恵美

■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 13,500円（3か月5回）

油絵を中心に日曜の昼下が
り、思い思いの絵を楽しん
で描きましょう。絵筆をとっ
たことのない方も、基礎か
ら指導します。

油絵　高橋教室（火）
宮城県芸術協会運営委員・新現美術協会会員　高橋 幸造

■ 第1・3火曜 13：30～15：30（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

身近にある静物、風
景、人物画を中心に、
デッサンから構成、色
彩、仕上げまでを各個
人に応じて、ていねい
に指導します。絵画性、
個性を伸ばしながら上達を目指します。

ボタニカルアート
杉崎ボタニカルアート工房
　杉崎 紀世彦、杉崎 文子

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 第1・3土曜 12：30～14：30（初講日4/6）
■ 第1・3土曜 14：45～16：45（初講日4/6）
■ 各 17,560円（3か月6回）

好きな草花を絵に描いてみたい。ボ
タニカルアート＝植物画でそんな夢
をかなえてみませんか。東北で初め
てこの分野の芸術を確立した、ふた
りの講師が手を取って指導します。

油絵　鈴木教室
宮城県芸術協会会員　鈴木 宏幸

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

絵画の基本ともいえ
る静物画を中心に、
デッサンから構成、仕
上げまでをていねい
に指導します。個性
を伸ばしながら、早期上達を目指します。
1画材を1か月で仕上げます。

基礎から学ぶ本格デッサン
仙台美術研究所主宰　畠山 信行

■ 第2・4土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 18,208円（3か月6回）

初心者から経験者、美大進学
をめざす若い方まで、それ
ぞれの実力や目的に応じて、
物の見方、捉え方、道具の
使い方など、初歩から丁寧に
指導します。

能島千明の日本画研究科
日展会員　能島 千明

■ 第3土曜 13：30～15：30（初講日4/20）
■ 第3土曜 15：45～17：45（初講日4/20）
■ 各 21,254円（6か月6回）

日展特選の講師が、個々の技量に
応じて日本画の技法・彩色を
お教えします。伝統に基づく新しい
表現や制作の楽しさを、初歩の方
から公募展をめざす方まで指導
します。

能島千明の基礎デッサン
日展会員　能島 千明

■ 第3日曜 10：00～12：00（初講日4/21）
■ 18,208円 教材費3,602円（6か月6回）

日本画の能島先生のデッサ
ンを中心にした基礎表現の
講座です。デッサンを通し
て物を的確に表現する方法
を習得しましょう。日本画
の描写力、表現力が向上し
ます。

日本画を楽しむ
宮城県芸術協会運営委員　天笠 慶子

■ 第2・4土曜 9：45～12：00（初講日4/13）
■ 第2・4土曜 13：15～15：30（初講日4/13）
■ 各 13,500円（3か月5回）

四季折々の草花や家族の姿
など、身のまわりには描きたく
なる素材がたくさんあります。
日本画独自の画材の使い方を
学びながら、思い思いの
作品を描いていきます。

はじめての水墨画
日本水墨画協会会員　丹野 蒼仙

■ 第2金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 16,200円（6か月6回）

水墨画は墨、硯そして
筆と紙があればあなた
を幽玄の世界へと誘い
ます。調墨を学び階調
を理解し、水墨画を生
涯の友としませんか。

墨画（月）
水墨画家　菅原 康子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

墨画は、墨色の濃淡、にじ
み、かすれ、などによって生
み出される味わいの深い作
品です。1本の筆から生み出
される、さまざまな表現を
楽しみながら学びましょう。

俳画入門
俳人協会会員、「駒草」同人　千葉 卯

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

俳画とは、彩墨画の中でも
できるだけ省略をきかせた
絵のことを言います。その
絵にバランスよく俳句が書
けたら、一層楽しいものに
なるでしょう。

新・仏画入門
釈尾会仏画教室講師　細谷 智晴
釈尾会主宰 　安井 妙洋

■ 第1土曜 13：00～16：00（初講日4/6）
■ 26,308円（6か月6回）

下絵を敷いて描きますので
初心者でも大丈夫です。一
本ずつ気持ちを込めて線を
描くことで、静かに自分と向
き合ってみましょう。

楽しいはがき絵
楽しいはがき絵講師　梶川 陽子

■ 第3木曜 13：00～15：00（初講日4/18）
■ 16,200円（6か月6回） 教材費 1,944円

絵手紙とは少し異な
り、顔彩などのほかに
新聞紙なども素材とし
て使って、季節のお便
りを楽しみます。

消しゴムスタンプ
消しゴムスタンプ職人　佐々木 久美子

■ 第2土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 16,200円（6か月6回）

ほっと和むスタンプで、は
がき・カード・便箋等を彩っ
てみませんか。やわらかな
消しゴムは簡単に刻れま
す。あなただけのステキな
印をご一緒に楽しく作って
みませんか。

ペン画・色鉛筆画入門
宮城県芸術協会会員　若松 義雄

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 16,200円（3か月6回）

感動する心を大切に、
個性を伸ばしながら、
様々な種類のペンや
色鉛筆・パステルなど
を使って自由に描きま
す。お好きな画材で、線と色彩での表現を
楽しく学びましょう。

木版画入門
宮城県芸術協会会員　奥村 昭子

■ 第1・3金曜 10：00～12：00（初講日4/5）
■ 16,200円（3か月6回）

お好きな絵を自分で彫り
刷って作品にします。季節
の便りやカレンダーなどを
制作します。木の温もりや
優しさを感じながら、木版
画ならではの表現を楽しみ
ましょう。

たのしい似顔絵教室
似顔絵作家・日本似顔絵師協会会員　がんじー

■ 第1・3火曜 10：00～12：00（初講日4/2）
■ 16,200円（3か月6回）

身近な人から時の有名人
まで、特徴のつかみ方や色の
つけ方、デフォルメの仕方
まで似顔絵のプロがやさしく
ひもときます。

はじめての墨画
墨画家　一関 恵美

■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/7）
■ 16,200円（3か月6回）

絵の苦手な方でも楽しめ
る、初心者向けの講座です。
墨色の美しさや深みを味
わってみませんか。海外でも
人気の墨のモダンな世界を
基本から学び、自分らしい
作品を目指します。

土曜絵画教室
宮城県芸術協会会員 運営委員　中村 喜吉

■ 第2・4土曜 13：00～15：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

美しい風景、鮮やかな
木々、瑞々しい色彩の
花などを見たときの
感動を、絵に残してみ
ませんか？初心者か
ら展覧会出品を目指す方まで、絵を描く楽
しさを一緒に体験します。

月曜水彩教室

■ 第1・3月曜 15：00～17：00（初講日4/1）
■ 13,500円（3か月5回）

水彩画には、手軽に描
ける魅力があります。
淡い色合いの中にも味
わいのある表現が可能
な、水彩画の奥深い描
き方を追求しながら、
絵を描く楽しさを体験しましょう。

はじめての水彩画～水彩スタートコース～
宮城県芸術協会絵画部門 会員、
宮城水彩画会 会員　加藤 潤

■ 第2・4木曜 13：00～15：00（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

水彩画に初めて触れる方のた
めの講座です。色を使いこなす
基本からはじめ、作品作りの手
順などを学びながら、各人の
ペースに合わせて水彩を描く
ためのステップを学びます。

宮城水彩画会会員　久保田 敏
楽しく描こう 杜の絵画アトリエ
宮城県芸術協会絵画部門 会員、宮城水彩画会 会員　加藤 潤

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 16,200円（3か月6回）

画材の使い方から技
法、表現方法を幅広
く、楽しく学べる絵画
アトリエです。水彩、
油絵、パステル、色鉛
筆などお好きな画材で、作品制作のお手伝
いをします。

絵手紙
日本絵手紙協会公認講師　伊藤 正子

■ 第1月曜 13：00～15：00（初講日4/1）
■ 第1水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 第1水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 第1木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 第2水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 各 16,200円 教材費 1,620円（6か月6回）

絵が添えられた便りはうれしいものです。身近なものを画材
に、見たまま感じたままを自分の言葉と文字で表現しましょう。

写真　米山教室（月）
日本写真協会会員　米山 光昭

■ 第2・4月曜 13：00～15：00（初講日4/8）
■ 16,848円（3か月6回）

「撮る」からデジタルで「見る」、
二つの技術を学ぶ講座です。
各種コンテストに向けた
作品作りのアドバイスもいた
します。（デジタル一眼レフ
カメラを使用します）

デジタルカメラ・パソコン・応用編

■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 17,884円（3か月6回）

日本写真協会会員　米山 光昭
デジタルカメラの基本的
な操作をマスターし、
さらにステップアップを
目指す方のための講座
です。

デジタルカメラ画像処理
日本写真協会会員　米山 光昭

■ 第1・3火曜 13：00～15：00（初講日4/2）
■ 20,023円（3か月6回） 教材費 1,080円

撮影した画像を、より良
い作品にする為の画像
処理を学びます。コンテ
ストなどを目指したワ
ンランク上の作品作り
にも役立つよう、実践的
なアドバイスをします。

写真　小野教室
宮城県 芸術選奨選考委員　小野 幹

■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 12,960円（3か月5回）

「撮る」という積極的
な技術を勉強します。
野外での実習による
被写体のとらえ方と構
図、マナー、作品づくり
が中心です。

写真　竹内教室
日本写真協会会員　竹内 正

■ 第2・4土曜 18：00～20：00（初講日4/13）
■ 13,500円（3か月5回）

感動的な風景、心を癒や
す花々、素敵なファミリー
などの写真が思い通りに
撮れたら、どんなに楽しい
ことでしょう。初心者から
上級者まで、楽しく勉強
してみませんか。

ハワイアンフラ（ベーシック/ステップアップ）
フイレフア代表　設楽 洋子

■ 第2・4土曜 10：00～11：00（初講日4/13）
■ 11,826円（3か月5回）

フラは自然との対話で
あり、心も体も健康に
なります。ハワイの人間
国宝故ジョージナオペ
の踊りを直に受け継ぐ
講師が、初心者にもて
いねいに指導します。

ステキにハワイアンフラ（入門）
Hālau O Nā HōKū 主宰　星 眞智子

■ 毎週日曜 13：00～14：15（初講日4/7）
■ 26,017円（3か月11回）

フラダンスは踊ってい
るうちに、知らず知らず
健康維持ができます。
美しく、すてきな南国
のリズムに乗ってハワ
イの香りを楽しみま
しょう。

はじめよう社交ダンス
宮城県プロダンスインストラクター協会会員　芦田 恵子

■ 毎週水曜 18：30～19：50（初講日4/3）
■ 28,641円（3か月12回）

初めてダンスを始める方、
基礎をしっかり学びたい方
大歓迎です。ルンバ・チャ
チャチャ・サンバなどのほ
か、ワルツ・タンゴ・フォック
ストロットなどを基本から
学びます。

大人のためのクラシックバレエ
村上 洋子

■ 毎週月曜 19：00～20：30（初講日4/1）
■ 31,600円（3か月11回）

1日の終わりに楽しく
踊り、心も体もリフ
レッシュしませんか？
バレエの動きを取り
入れた体幹トレー
ニングを行い、基礎から応用まで丁寧に
指導します。初心者歓迎です。

社交ダンス
ビビッド・ダンサーズ宮城県支部長、JBDF東北ブロック・プロ
Ａ級　佐藤和美・茂内あさ子

■ 上級 毎週土曜 18：15～19：45（初講日4/6）
■ 研究科：水 毎週水曜 16：00～17：30（初講日4/3）
■ 研究科：土 毎週土曜 13：20～14：50（初講日4/6）
■ 上級 21,481円（3か月9回） 研究 24,948円（3か月10回）

講師（現役プロ競技選手）と
踊る時間が多いので、ステッ
プに不安な方も安心して楽し
みながら学ぶ事ができます。

大人のためのクラシックバレエ
～トウシューズ基礎クラス～
村上 洋子

■ 第1・3日曜 11：00～12：00（初講日4/7）
■ 会員 16,200円 一般 19,569円（3か月6回）

初めてトゥシューズを履く方
などにおすすめの、履き方や
立ち方の基本から指導する
クラスです。基本の動きを通
して、体幹トレーニングを行
いながら進めます。

ベリーダンス入門
ベリーダンサー　YAMA

■ 第2・4金曜 19：00～20：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

ベリーダンスは、腹筋・背
筋・腸内筋肉を自然に鍛
えることができ、女性の
健康維持に役立ちます。
エキゾチックなダンスで
心身ともに美しくなりま
しょう。（女性限定）

リズムトレーニングから始める
ヒップホップダンス
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 第1・2・3土曜 17：20～18：30（初講日4/6）
■ 21,286円（3か月9回）

ストレッチやインターロッ
クのリズムトレーニングか
ら始めて、少しずつ踊れる
ようになりましょう。初めて
の方でも安心です

はじめてのピラティス
FTP認定マットピラティスマスタートレーナー　壹岐 友紀

■ 毎週木曜 10：00～10：50（初講日4/4）
■ 26,956円（3か月12回）

身体のベース作りである
ピラティスにチャレンジする
ことで、10回のレッスンで
気分が良くなり、20回で
見た目が変わり、30回で
全く別の身体に生まれ変わ
ります。

身体と脳のリラクゼーションとデトックス
FTP認定マットピラティスマスタートレーナー　壹岐 友紀

■ 毎週木曜 11：10～12：00（初講日4/4）
■ 26,956円（3か月12回） 教材費 1,080円

骨や筋肉の硬さに合わせ
作られた専用の【ミニポー
ル】を使いセルフマッサー
ジをします。後半はハーブ
ティーを飲みながら、瞑想
で脳のリラクゼーションを
行います。

月に１度の
食とヨーガでプチデトックス
ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 第4土曜 15：20～17：20（初講日5/25）
■ 4,492円（2か月2回） 教材費1,080円

月に１度のデトックスで
も、心身はリセットでき
るものです。ヨーガと食
事を組み合わせることに
より、効率の良い心身の
ケア・デトックスを手軽に学びます。

健康ストレッチヨーガ
日本健康協会理事長　永沼 秀章［監修］
日本健康協会 教授　小田垣 幸子、市村 きみ子

■ 毎週火曜 10：30～12：00（初講日4/2）
■ 28,382円（3か月12回）

ヨーガのポーズを基本に、
運動生理学に基づいたスト
レッチングです。身体の各
部分をゆったりとした動作
で伸ばし、柔軟性を高め肩
こり、腰痛を防止します。

心と身体を結ぶ Yogaベーシック
ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 第1・3金曜 18：30～19：50（初講日4/5）
■ 13,478円（3か月6回）

ヨーガを通して季節
の心身のケアを学
習します。年齢・身
体の硬さなど気に
せずまずは自分の
呼吸を感じるところ
から始めましょう。

ホームヨーガ
呼吸ひとつであなたも変わる！
日本ヨーガ学会会長　田原 豊道
若林千恵子、細川玲子、大友福美、渡部弥穂、後藤さつき

■ 毎週月曜 12：45～14：15（初講日4/1）
■ 25,423円（3か月11回）

インドの伝統ヨーガ「ハタ・ヨーガ」のポーズ
と呼吸と読誦による効果で、生命力が躍動
するのを感じてください。

シニア世代からの体質改善気功
五行気健康法主宰　鎌田 健志

■ 毎週水曜 13：00～14：20（初講日4/3）
■ 28,382円（3か月12回）

東洋医学の五行に基づき、
内臓（五臓）をリフレッシュ
強化します。難しい動きは
なく終わった後も充実感、
爽快感を実感できます。

花架拳
日本花架拳学会 会長　吉川 昌代

■ 師範 第3金曜 13：30～14：30（初講日4/19）
■ 9,298円（3か月3回）
■ 基礎 第3金曜 14：35～15：45（初講日4/19）
■ 7,257円（3か月3回）

中国武術の伝統を受け
継ぎ、花のように美しく
舞う優美な健身術です。
身体づくりやストレス
解消に役立ちます。

太極拳
日本健康協会太極拳講師　山下 千賀子

■ 毎週木曜 15：30～16：45（初講日4/4）
■ 28,382円（3か月12回）

気功法で気の流れを体感
し、中国政府が制定した
24式太極拳を中心に講座
を進めます。ゆっくりとした
動作で、生活習慣病（成人
病）や慢性病の予防に最適な
運動です。

桃花扇
日本花架拳学会 会長　吉川 昌代

■ 第3金曜 15：50～17：00（初講日4/19）
■ 8,391円（3か月3回）

中国武術の伝統を今日に
よみがえらせた優美な健身
術です。「桃花扇」は花架拳、
花扇功で基礎になる所作を
学んだうえで進む、少し上の
クラスです。

自彊術（じきょうじゅつ）
公益社団法人自彊術普及会 指導員　熊谷 豊子

■ 毎週金曜 10：30～12：00（初講日4/5）
■ 27,734円（3か月12回）

日本最初の健康体操。
独特の呼吸法や全身
性・系統的な引動作で、
心身のストレス解消や
生活習慣病（成人病）予
防に効果の高い体育療
法です。

経絡・ツボ療法
SMC経絡学院理事長　東海林 正健
SMC経絡学院長　東海林 徳子

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 14,191円（3か月6回）

いまつらい症状を、セル
フ治療体験しながら、東
洋医学の基礎と治療法
の実技を学びます。ツボ
の探し方と在宅療法のた
めの実践指導をします。

らくらく筋トレ体操
仙台整美体操教室　那波 由美子

■ 第2・4火曜 13：00～14：15（初講日4/9）
■ 14,191円（3か月6回）

老後もはつらつと過ご
すには、使わない筋肉
を鍛えることが大切で
す。筋トレ、ストレッチ
など、を組み合わせて
自宅でもできる運動
です。

体の歪みをとる
ボディミラクルアドバイザー　吉川 知慧

■ 第1・3火曜 13：00～14：10（初講日4/2）
■ 第1・3水曜 18：50～20：00（初講日4/3）
■ 各 14,968円（3か月6回）

「体幹」を知りブレない体
作りを進めます。疲れにくい
体、冷え、関節痛の心配から
解放される体を目指し、
ストレッチやダンス要素を
入れて指導します。

バレエ美筋エクササイズ
ボディミラクルアドバイザー　吉川 知慧

■ 第1・3火曜 14：30～15：40（初講日4/2）
■ 第1・3木曜 18：45～20：00（初講日4/4）
■ 各 16,524円（3か月6回）

体の構造や骨盤があるべき
位置を学びながら、ボディ
ラインを作り上げるレッスン
です。骨格と呼吸を意識しな
がらバレエストレッチを行い、
代謝アップを目指します。

姿勢を美しくする
エクササイズ＆ウォーキング
ウォーキングスタイリスト　三上 明子

■ 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 18,921円（3か月6回）

体の不調や痛みを改善し、
Ｏ脚や骨盤の歪みを整え
ます。美しい歩き方はシェ
イプアップ効果もあり、冷え
性・腰痛・ねこ背・膝痛の方
にもおすすめです。

からだコンディショニング体操
介護予防トレーナー　三浦 大輔

■ 第1・3月曜 13：00～14：30（初講日4/1）
■ 12,960円（3か月5回）

体幹・足裏の機能を整え、美
しくアクティブな体を手に
入れましょう！肩・腰・膝に
不安のある方、疲れやすい
方、おなか周りが気になる
方まで体のお悩みにお答え
します。

はじめての社交ダンス（ペア）
宮城県プロダンスインストラクター協会会員　芦田 恵子

■ 毎週月曜 18：00～20：30（初講日4/1）
■ 14,256円（3か月11回）

初めてダンスを始める方、
基礎をしっかり学びたい
方向けの新しい講座です。
ルンバ・チャチャチャ・サンバ
などのほか、ワルツ・タンゴ
などを基本から指導します。

楽しいコーラス
松田 伸子

■ 第1・3水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 14,191円（3か月6回）

コーラスの１番の楽しさ
はハーモニーの美しさに
あると思います。そんな
ハーモニーの美しさを追
求しながら楽しく歌うこ
とを目指しましょう。初め
ての方も大歓迎です。

さわやかコーラス
声楽家　姉歯 けい子
ピアニスト　菊池 朋子

■ 毎週月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 25,423円（3か月11回）

ジャンルにこだわらず楽しく
歌います。自然な発声と
美しいハーモニーは気持ちも
さわやかにしてくれます。

なつかしのうたごえ喫茶
バラライカ代表 うたごえリーダー　南部 敏郎

■ 第2・4火曜 15：00～16：30（初講日4/9）
■ 14,191円（3か月6回）
■ 第1・3水曜 13：30～15：00（初講日4/3）
■ 11,826円（3か月5回）

ロシア民謡から童謡、シャ
ンソン、フォークソングな
ど、世界中のなつかしい
歌の数々を、当時を思い
出しながら歌いましょう。

演歌・心をうたう
(社)全日本音楽教室指導者連合会
四段本部正師範　相馬 和正

■ 第2・4水曜 10：00～12：00（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

みんなが知っている演歌を、
人間の魂（こころ）を揺さ
ぶり、自分の「こころの歌」と
なるように歌う方法を、わかり
やすく指導します。

童謡・抒情歌、ポピュラー歌曲をご一緒に
日本歌曲「友」の会会員　佐藤 ミエ
宮城学院女子大学音楽教室講師　相澤 やよい

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 15,552円（3か月6回）

楽譜を読むのが苦手と
いう方でも大丈夫です。
いつか口ずさんだこと
のあるなつかしい歌を
楽しくうたいましょう。

シャンソン シャンソン歌手　佐藤 よしみ

■ 毎週月曜 15：00～17：00（初講日4/1）
■ 27,442円（3か月11回）
■ 毎週火曜 13：00～14：30（初講日4/2）
■ 29,937円（3か月12回）

フランスの歌謡曲シャンソンを、親しみやすい日本語の訳詞をの
せて、ひとりひとりにやさしく指導します。何かをはじめたいと
思ったときがチャンスです。楽しい仲間たちと一緒に生き生きと
した時間を過ごしませんか。初心者の方大歓迎です。心からお待ち
しています。（まずはご見学をどうぞ）

■ 毎週火曜 14：30～16：30（初講日4/2）
■ 29,937円（3か月12回）
■ 第3木曜 15：30～17：30（初講日4/18）
■ 8,780円（3か月3回）

アルプス音楽「ヨーデル」をうたう
ヨーデル・チロリアン　佐藤 憲男

■ 第1・3木曜 18：30～20：00（初講日4/4）
■ 16,848円（3か月6回）

ストレス発散にも、
健康にもいいヨーデ
ル。発声法から指導
します。

聖歌を歌う
仙台基督教会聖歌隊指導者　竹石 由美子

■ 第4月曜 13：00～14：30（初講日4/22）
■ 7,776円（3か月3回）

聖歌や賛美歌と呼ばれる
キリスト教音楽は、日本でも
長く親しまれ歌われてきま
した。講座では良く知られて
いる聖歌を歌うとともに、
聖歌の歴史や文化についても
ふれてみます。

カラオケに強くなる！ポップスを歌う
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ 第2・4木曜 18：30～20：00（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

まずは発声でウォーミン
グアップ！曲それぞれの魅
力とリズムやテンポなどの
特徴をつかみ、味わいなが
ら歌い上げましょう。

音痴返上・持ち歌づくりの歌唱講座
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる
歌がヘタ、人前で歌う自
信がない、カラオケに誘
わ れ る の が 気 が 重
い・・・。そんな人たちの
ために、自信を持って歌
える「持ち歌」づくりの
お手伝いをします。
■ 第1・3火曜 18：30～20：00（初講日4/2）
■ 17,560円（3か月6回）

心地よく歌うための ボイストレーニング
ヴォイスレッスン主宰　谷 かほる

■ 第1・3木曜 10：00～11：30（初講日4/4）
■ 16,848円（3か月6回）

呼吸・発声・共鳴など
の基本をマスターし
ていくと、あなただ
けのナチュラルで素
敵な声が引き出され
ます。声域を広げて、心地よく歌ってみま
しょう。

初めてのボイストレーニング
声楽家　都築 紘子

■ 第2・4水曜 15：30～17：30（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

ポピュラーソングなどを
楽しく歌いながら、正しい
発声を学んでいきます。グ
ループレッスンに加えて、
一人ひとりの声質にあわ
せた指導も交えて進めて
いきます。

ウクレレで歌おう
高橋 研一

■ 第2・4月曜 15：30～17：00（初講日4/8）
■ 15,552円（3か月6回）

ウクレレはたった４本の弦
ですが、いろいろな和音が
奏でられ、歌いながらの伴
奏にぴったりです。なつか
しの歌からJ-POPまで、歌
いたかったあの歌を楽し
みましょう。

名曲をクラシックギターで奏でる
ギタリスト　佐藤 正隆

■ 第1・3金曜 10：30～12：00（初講日4/12）
■ 16,200円（3か月6回）

ずっと憧れていた名曲の
数々を、ギターのやさし
い音色で奏でます。初め
ての方でも丁寧に指導し
ますので、思う存分ギ
ターを楽しんで弾きま
しょう。

オカリナ
たいはくミュージックスクール主宰 　萱場 由美

■ 第2・4水曜 10：30～12：30（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

オカリナのやさしい
音色で、童謡、唱歌、
アニメ音楽、ポップ
スなどを吹いてみま
せんか。オカリナは
いつでも持ち歩くことができ、お供をして
くれる可愛い楽器です。

バイオリンを弾こう
石田 恵子

■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

いつかは弾いてみた
いと、あこがれる楽器
がバイオリンです。決
してむずかしくありま
せん。ていねいな指導
で、数か月で簡単な曲が弾けるようになり
ます。

楽しいアコーディオン
～30分個人レッスン～
アコーディオニスト　高橋 さとみ

■ 第１・３木曜 18：00～20：30（初講日4/4）
■ 19,569円（3か月6回）

懐かしくやさしい音色のアコー
ディオン、弾いてみたいと思った
ことはありませんか。カフェ音楽
から懐かしのメロディまで。是非
弾きながら癒されてください。
楽器無しでも始められます。

マンドリン
仙台チルコロ・マンドリニスティコ・フローラ主宰　高橋 五郎

■ 第1・3金曜 15：30～17：30（初講日4/5）
■ 15,552円（3か月6回）

イタリア生まれのマンドリン。丸
いボディーが特徴です。明るく
澄んだ音色は、南欧の青い空と
海、輝く太陽を思わせます。トレ
モロの響きは、ロマンと気品に
満ちています。

マンドリンアンサンブルを楽しむ
仙台チルコロ・マンドリニスティコ・フローラ主宰　高橋 五郎

■ 第1・3日曜 10：30～12：30（初講日4/7）
■ 17,172円（3か月6回）

マンドリンやクラシックギター
の、優しく美しい音色のアンサ
ンブルを楽しみませんか。ハー
モニーを作る喜びを一緒に味わ
いましょう。ご自分が演奏でき
る楽器でご参加ください。

ケーナとサンポーニャ教室
高橋 易宏

■ 第1・3日曜 13：00～15：00（初講日4/7）
■ 15,552円（3か月6回）

アンデスの笛の響きをあな
たの手に。「コンドルは飛ん
で行く」から世界のポピュ
ラーソングまで、誰でも手
軽に楽しむことができま
す。基礎から丁寧にレッスン
いたします。

楽しいリコーダー
～基礎からアンサンブルまで～
リコーダー教師　西田 百合子

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 15,552円（3か月6回）

リコーダーは自分の感情を
表現しやすく、きれいな心
にしみる音が出る楽器で
す。童謡、クラシック、映画
音楽などを皆さんと一緒に
合奏して楽しみましょう。

市民吹奏楽団所属　東海林 清聡

■ 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 16,848円（3か月6回）

フルートの優しく澄んだ音色
に憧れながら、演奏するのは難
しそうと思っている方はいらっ
しゃいませんか？初めての方の
ために、音の出し方や指使い
からていねいにお教えします。

お勤め帰りの趣味講座
フルート入門

お勤め帰りの趣味講座
クラリネット入門
市民吹奏楽団所属　東海林 清聡

■ 第2・4金曜 18：30～20：00（初講日4/12）
■ 16,848円（3か月6回）

クラリネットは、深く重厚
な低音から伸びやかな高
音まで音域が広いため
に、演奏ではメロディー
を吹く事が多い主役級の楽器です。これから
始める方のために優しくお教えします。

「ガムラン」はインドネ
シアの伝統的な打楽器
中心の合奏音楽の総称
です。独特の音色は
ヒーリング音楽としても
注目されています。異国情緒豊かなガムラン
を一緒に演奏しませんか。

ガムラン音楽入門
ガムラン演奏家　守屋 圭子

■ 第2・4月曜 18：30～20：00（初講日4/8）
■ 16,848円（3か月6回）

囲碁入門 午後クラス
碁ランティア　菊川 悟

■ 第1・3金曜 13：15～15：15（初講日4/5）
■ 16,848円（3か月6回）

囲碁の基本的な考え方から
布石、定石、対局へと指導し
ていきます。

初心者のための囲碁 夜クラス
碁ランティア　菊川 悟

■ 第1・3木曜 18：30～20：30（初講日4/4）
■ 16,848円（3か月6回）

この講座は、初心者向けに囲
碁の基本的な考え方から布
石、定石、対局へと指導して
いきますので、お気軽にご参
加ください。

ハーブを暮らしに活かす
ジャパンハーブソサエティー　宍戸 多恵子

■ 第2・4木曜 10：30～12：00（初講4/11）
■ 15,552円（3か月6回） 教材費 4,011円

食事や生活の中にハー
ブを取り込むことで暮
らしに活力が生まれま
す。ハーブの育て方か
らその効果やさまざま
な利用方法までを指導
します。

仙台教室のご案内

仙台市青葉区立町27-21
TEL 022-224-4811
http://www.nhk-cul.co.jp/school/sendai/

定禅寺通りに面し、
せんだいメディア
テークの向かい側。
仙台橋本ビルヂング
の2階に受付があり
ます。

四季を彩る楽しいガーデニング
日本フラワーデザイナー協会本部講師・審査員　佐藤 洋子

■ 第1月曜 13：00～15：00（初講日4/1）
■ 12,960円（6か月5回）

四季折々の草木や木を使って
基礎から始めます。土づくり
や植物形態の観察色など
そのつどテーマを持たせ
ながら楽しみましょう。

四季の園芸
園芸家　大里 正樹

■ 第4水曜 10：30～12：00（初講日4/24）
■ 8,780円（3か月3回）

植物は、四季の管理
を適切に行うことで、
生き生きと育てるこ
とが出来ます。豊富な
経験を持つ講師が、
園芸好きな人々のために植物の育て方、楽
しみ方をお伝えします。

すぐに役立つ話し方の基礎レッスン
フリーアナウンサー　佐藤 知子

■ 第1・3火曜 19：00～20：30（初講日4/2）
■ 15,552円（3か月6回）

人前でうまく話せない、話
し方に自信を持てないな
ど、悩んでいませんか？発
音・発声や相手に伝わる話
し方・敬語などを学び、人前
で堂々と話せるようレッスン
します。

心に届く読み方・話し方 
フリーアナウンサー　佐藤 知子

■ 第1・3水曜 15：00～16：30（初講日4/3）
■ 17,560円（3か月6回）

人の心に届く朗読の方法と
話し方には、深い相関関係
があります。聞く人にあなた
の思いが素直に染みこんで
いくような、心に届く発声・
発音・表現の方法をお伝え
します。

あがり症・話しベタさんのためのスピーチ塾
(社)あがり症克服協会 理事長（監修）　鳥谷 朝代
(社)あがり症克服協会 認定講師　小川 薫

■ 第3日曜 10：00～12：00（初講日4/21）
■ 20,930円（6か月6回） テキスト代1,080円

自己紹介・挨拶・発表と聞いた
だけで緊張してしまう方、
手や声の震えで悩んでいる
方はぜひ受講してみてくだ
さい。あがり症を克服した
講師が丁寧に指導します。

折り紙　～四季折々～
日本折紙協会講師　齋藤 奈美子

■ 第3土曜 10：00～12：00（初講日4/20）
■ 14,191円（6か月6回）

昔からある鶴や風船が折り
紙の基本ですが、実用的な
折り紙（箸袋、飾り箱など）
や干支などの飾りもの、四季
の行事に合わせて作る折り
紙の色紙などを紹介して
いきます。

マインドフルネス実践講座
～安らぎと健康のための瞑想習慣～

（一社）ME応用心理学研究所 代表　深瀬 啓介

■ 第1・3金曜 10：00～12：00（初講日4/5）
■ 17,560円（3か月6回）

近年ストレスケアや脳科学
の分野で注目されている
瞑想を初心者でも分かり
やすく実践的に学びます。

人相学・手相学
高島易断・運命鑑定師　高島 忠伯

■ 第1・3木曜 15：00～16：30（初講日4/4）
■ 15,552円（3か月6回）

人相学や手相学では、顔相
や骨相、手の平の掌線や肉
付きなど、人体のつくりを
見て、性格や運勢を占いま
す。講座ではそれぞれの歴
史とともに、実際の占い方
を学びます。

誰でもできる「家庭の中医学」
南東北中医薬研究会講師

■ 第1火曜 10：30～12：00（初講日4/2）
■ 16,848円（6か月6回）

「中医学」は、鍼灸や薬膳、
美容や健康増進など幅広い
分野で活用されています。
薬膳・ツボ・漢方薬の使い
方などを学んで、健康を守り
ましょう。

ソムリエが語る！お酒の奥深い世界
竹泉荘ソムリエ・きき酒師　佐藤 幸博

■ 第2水曜 19：00～20：30（初講日4/10）
■ 15,552円（6か月6回） 教材費12,312円

お酒は世界の文化。ソムリエ
として経験豊かな講師おす
すめの日本酒・ワイン・ビー
ル・カクテルをテイスティ
ングしながら、その奥深い
魅力に迫ります。

呑ん兵衛の寺子屋 日本酒入門塾
竹泉荘ソムリエ・きき酒師　佐藤 幸博

■ 第3火曜 19：00～20：30（初講日4/16）
■ 15,552円（6か月6回） 教材費12,960円

日本酒を試飲し、基礎
知識から通な楽しみ方
までご紹介します。日本
酒好きな方も、これから
学びたい方も楽しめます。
資格認定も可能です。

ワインの魅力を探る
シニアワインアドバイザー　足立 武彦
ソムリエ　足立 恵美

■ 第4木曜 18：15～20：00（初講日4/25）
■ 15,552円（6か月6回） 教材費12,960円

少し分かるだけで楽しく、
そして美味しくなるのが
ワインです。毎回、品種や
産地などのテーマに沿って、
世界の色々なワインをご紹介
します。

カクテルを楽しむ
日本バーテンダー協会仙台支部長　菊地 利昭

■ 第2水曜 19：00～20：30（初講日4/10）
■ 8,100円（3か月3回） 教材費 9,720円

カクテルの種類の違い
や、レシピ、ネーミングの
秘密、シェーカーの技ま
で含め、仙台市内でバー
を営むプロが指導しま
す。（会場は国分町の
bar/rayです）

そば打ち教室 ～十割そばに挑戦～
「そば処嘉平」店主　我妻 敏彦

■ 第1・3土曜 15：30～17：30（初講日4/6）
■ 18,921円（3か月6回） 教材費9,720円

一般的に難しいと言われる
十割そばに挑戦します。仙台
市内でそば店を営み、そば粉
と水にこだわりを持つ講師
が、初心者にも丁寧に指導し
ます。

「うちカフェ」を楽しむ
～珈琲と紅茶の美味しい淹れ方～
おもてなし珈琲道師範　三浦 由美子

■ 第2日曜 13：30～15：00（初講日4/14）
■ 7,776円（3か月3回） 教材費 3,240円

ティータイムを楽しめるよ
うに美味しい珈琲・紅茶
の淹れ方を本格的にご指
導します。他に珈琲と紅茶
の歴史や知識、おもてなし
の心得を学びます。

前で結んでクルッと回して！
前結び着付け教室
きの和装学苑師範　中村 あけみ

■ 第2・4金曜 10：00～12：30（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

前結びは帯板、だてじめは使いま
せん。2個のクリップを使うこと
で前結びのポイントが決まり、窮
屈感もありません。無料説明会を
ご受講の上、お申込みください。
無料説明会 3/22（金）10：00～12：30

初心者のためのパソコン塾
仙台シニアネットクラブ講師

■ 第1・3水曜 15：30～17：00（初講日4/3）
■ 16,200円（3か月6回） 教材費1,620円

初心者のために初歩から
優しく教える講座です。
パ ソ コ ン（ W i n -
dows10）の基本操作
から、wordで文章を
作ることやインターネットの操作などに
進みます。

証券と投資の基礎知識
野村證券株式会社仙台支店ファイナンシャル・アドバイザー　渡邉 恵子、末永 晶子

■ 第4金曜 10：30～12：00（初講日4/26）
■ 会員 12,182円 一般 14,191円（6か月6回）

投資信託やNISAなどが
低金利の時代に注目されて
います。講座では株やさま
ざまな金融商品の特徴や
注意点をはじめ、経済の
仕組みについてもわかり
やすく解説します。

チーズレッスン～チーズで旅するヨーロッパ～
フランスチーズ鑑評騎士　足立 武彦
フランスチーズ鑑評騎士　足立 恵美

■ 第3木曜 19：00～20：45（初講日4/18）
■ 13,737円（6か月6回） 教材費16,200円

【会場】オーボンフェルマン
（仙台市青葉区上杉1-4-10、青葉区役所裏）

色々なチーズを食べてみた
い方からチーズの資格を目
指す方まで、チーズ好きな方
お待ちしています。

オーダーメイドの講座を受講したい、
企画したいというご要望はありませんか。

・従業員の福利厚生のために、講座を受講したい。
・企業の記念行事やイメージアップのために、オリジナルの
講座を企画したい。
・研修や人材育成に役立つ企画を行いたい。
創立から40周年を迎えるカルチャー事業で培ったノウハウや
多彩な講師陣を擁するNHK文化センターが、目的、ご予算、
実施場所等に応じて、ご提案させていただきます。

TEL022-224-4811 NHK文化センター仙台教室へ

企業・自治体・
各種団体のみなさまへ

初心者のための将棋教室

■ 午後クラス 第2・4水曜 15：00～16:30（初講日4/10）
■ 夜クラス 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 各 17,560円（3か月6回）

最近将棋に関心を持ち始めて、
「もっと勝てるようになりたい」
「プロ棋士の将棋をもっと理解で
きるようになりたい」という方を対
象とした初心者向きの講座です。

ＮＨＫ将棋講座観戦記者　森 充弘
七段(元アマ名人) 　加部 康晴

フラメンコを楽しく
モレーナスタジオ主宰　モレーナ

■ 毎週日曜 11：00～12：15（初講日4/7）
■ 21,600円（3か月10回）
会場／中央通りイオン向・山野楽器仙台店

本場で研鑚を積んだ講師陣
が、情熱の踊りを指導しま
す。初めての方は、アンダル
シアに伝わるセビジャーナス
を中心に、手の動き、足の使
い方やリズムから学びます。

ママとベビーのスイミング教室
仙台スイミングスクール
対象は生後６か月～２歳９ヶ月。ママはシェ
イプアップ、赤ちゃんはストレス解消、ママ
と赤ちゃんのスキンシップをはかります。
■ 毎週月曜11：00～12：00（初講日4/1）
■ 毎週木曜11：00～12：00（初講日4/4）
■ 毎週土曜10：00～11：00（初講日4/6）
■ 各 17,550円（3か月10回）（傷害保険含む）
会場／仙台スイミングスクール  仙台市宮
城野区清水沼1-1-30 TEL 022-291-5351

洋裁　アトリエAKIKO
武田 彰子
2時間半でデザイン、パターン、縫製を行い
ます。楽しいおしゃべりも交えながらの教
室です。
■ 第1・2・3木曜 10：00～12：30（初講日4/4）
■ 第1・2・3木曜 13：30～16：00（初講日4/4）
■ 各 19,440円（3か月9回）
会場／アトリエAKIKO
仙台市青葉区二日町7-32 勾当台ハイツ1階
TEL 022-266-1447 

陶芸 ゆとり炉
ゆとり炉　村松 淳

■ 第1・3土曜 15：00～17：00（初講日4/6）
■ 8,748円（3か月6回）
■ 第2・4土曜 15：00～17：00（初講日4/13）
■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 各 7,290円（3か月5回）
会場／仙台市泉区長命ヶ丘1-2-10
TEL 022-378-2929

女性の水中歩行健康
仙台スイミングスクール
水に顔をつけることなく有酸素運動や筋
運動ができ、中高年者の機能維持、増進、
回復訓練、体脂肪減まで幅広い効果が期
待できます。
■ 毎週火曜 13：30～14：15（初講日4/2）
■ 毎週金曜 13：30～14：15（初講日4/5）
■ 各 13,500円（3か月10回）（傷害保険含む）
会場／仙台スイミングスクール  仙台市宮
城野区清水沼1-1-30 TEL 022-291-5351

風景を描く上での構図
や水彩による表現方法
を学びます。

女性麻雀教室
日本プロ麻雀協会所属プロ　郷内 武広

■ 入門・上達 各 第1・3金曜 13：30～17：00（初講日4/5）
■ 入門・上達 各 第2・4金曜 13：30～17：00（初講日4/12）
■ 各 14,191円（3か月6回）
■ 実践Ａ 第2・4金曜 13：30～17：00（初講日4/12） 
■ 実践Ｂ 第1・3金曜 13：30～17：00（初講日4/5）
■ 各 14,839円（3か月6回）

脳を活性化させるゲームとして女性の間で
も人気がある麻雀の基本的なルールから
実践的なうち方まで指導します。

ハーモニカ
日本ハーモニカ芸術協会公認指導員　永坂 洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　　伊石 昌弘

■ 第2・4木曜 18：00～20：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

童謡から世界の名曲
まで、合奏の楽しさ
を味わいながら練習
します。未経験者に
も丁寧に指導します。

やさしいハーモニカ
日本ハーモニカ芸術協会公認指導員　永坂 洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　　伊石 昌弘

■ 第2・4木曜 15：15～17：15（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

童謡から世界の名曲
まで、合奏の楽しさ
を味わいながら練習
します。未経験者に
も丁寧に指導します。

社交ダンス　初級・中級
宮城県プロダンスインストラクター協会会員、
宮城県ボールルームダンス連盟会員　信夫 三智子

■ 初級 土曜 15：00～16：30（初講日4/6）
■ 中級 土曜 16：35～18：05（初講日4/6）
■ 各 26,254円（3か月11回）

心も身体もしなやかに
美しく！基本をもう一度
学びたい方から、レベル
アップしたい方まで、丁
寧に指導いたします。

お勤め帰りの社交ダンス
宮城県プロダンスインストラクター協会会員、
宮城県ボールルームダンス連盟会員　吉田 恵子

■ 毎週火曜 18：30～20：00（初講日4/2）
■ 26,254円（3か月11回）

今から始めようと思ってい
る方、以前習っていた方…
火曜日の夜、ご一緒に始め
ませんか。基本ステップか
ら始めて、ステップアップし
ていきます。
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提携講座

5NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内4 満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）このマークのある講座は、夜に開催する講座です。



このマークのある講座は、講座のある日に 1 回分の受講料＋教材費等で体験受講ができます。事前に、お電話でご予約をお願いします。ただし同じ講座の体験受講は 1 回限りです。

草乃しずかの日本刺しゅう
日本刺しゅう作家　草乃 しずか［監修］、小松田 深沙央

■ 第2・4月曜 10：30～12：30（初講日4/8）
■ 18,921円（3か月6回）

日本刺しゅうの繊細で
豪華な縫い取りの技法
を、新しい感覚で指導し
ます。小物から始め、イ
ンテリアとしても楽しめ
る作品を織り交ぜながら、帯・着物へと進
みます。

日本刺しゅう
駒の会主宰　佐藤 玲子

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 第1・3土曜 13：00～15：00（初講日4/6）
■ 各 15,552円（3か月6回）

日本刺繍の伝統技法
を用い、半襟・バック・
ブローチ・額・タペスト
リーなど身近なものを
制作しながら基本の刺し方を習得します。

スウェーデンニットクラフト
中央編物技芸学院院長・ハンドクラフト
アトリエＫ主宰　松本 京子

■ 第1・3火曜 18：00～20：00（初講日4/2）
■ 15,552円（3か月6回）

スウェーデンニットの
伝統を残しつつ、現代
的な息吹を加えた作
品を作ります。ウール
の持つ自然の温もり
を感じてみませんか。

パッチワークとキルト
パッチワーク講師　石崎 智恵子

■ 第2・4木曜 13：00～15：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

はぎれをつなぎ合わせ
ていくことで意外な色
彩や柄のパッチワーク
ができあがります。日常
に使える暖かみのある
作品を作ってみましょ
う。

戸塚刺しゅう
戸塚刺しゅう仙台支部師範1級　渡部 恵子

■ 第2・4金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

テーブルセンター、エプロン、
クッションなど基 礎から
わかりやすく学ぶので、初心者
でも楽しく作品が仕上がり
ます。「自分のバッグに刺しゅう
したい」なども可能です。

津軽こぎん刺し
前田セツこぎん研究会
　大森 静枝、細道 恵子、大谷 信子
津軽の厳しい生活の中
から生まれた刺し子の
芸術。国際的に有名な
故・前田セツ先生の直伝
の教室です。
■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 第2・4水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 各 15,552円（3か月6回）

キャシー中島の ハワイアンキルト
キャシー中島公認講師、
アロハキルトメレクイキ主宰　冨澤 眞理子
アロハキルトメレクイキ専任講師　伊藤 幸子

■ 第1・3水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 22,939円（3か月6回）

キャシー 中島 先 生の
キルトデザインで花・
葉・魚などをモチーフ
に、ポーチ、バッグなど
を作ります。

染めを楽しむ
工芸染色家　大竹 英子

■ 第3水曜 10：00～12：00（初講日4/17）
■ 7,776円（3か月3回）

四季折々の伝統的な染め、
近代的な簡単技法による
流行の染色からリフォーム
染色まで。そんな人気の
染 め を 家 庭 で 手 軽 に
楽しめるように学びます。

ちりめんのお細工物
ちりめん講師　飯田 和世

■ 第2月曜 12：30～16：00（初講日4/8）
■ 22,615円（6か月6回）

江戸・明治・大正と大変
好まれたちりめん細工。
ちりめんの持つ暖かさ
に四季の花鳥風月を
織り込みながら作品を
作っていきましょう。

リフォーム洋裁
アヒコ洋裁研究所主宰　佐々木 玲子

■ 第2・4火曜 13：00～15：00（初講日4/9）
■ 第2・4火曜 15：30～17：30（初講日4/9）
■ 各 15,552円（3か月6回）

押入れに眠っている着古した
ジーンズ、背広、ネクタイ、着物
などを活用して、オリジナル
作品に挑戦してみませんか。
お1人ずつ丁寧に指導します。

つまみ細工
つまみ細工作家　阿部 美枝

■ 第4水曜 13：00～16：00（初講日4/24）
■ 8,100円（3か月3回）

小さな布を折って、つま
んで作る「つまみ細工」は、
江戸時代から伝わる伝統
工芸です。繊細で華やかな

「つまみ細工」の世界を
ご一緒に楽しんでみま
せんか。

布絵本をつくる
布絵本創作作家　穂積 智津子

■ 第1水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 15,552円（6か月6回）

昔から語り継がれて
きたお話や童謡、オリ
ジナルの物語を、創意
工 夫しな が ら 布 を
用いて絵本に作り上げ
ます。

お気に入りの布で小物作り
～手作りのある暮らし～
ダヌー杜の工房　深瀬 恵子

■ 第4金曜 10：00～12：00（初講日4/26）
■ 7,095円（3か月3回）

お 気 に 入 り の 布 や
使わなくなった古布を
使 っ て 、普 段 使 い の
ポ ー チ や バ ッ グ を
作ってみませんか。

ポジャギ伝統の色あわせを楽しむ
ポジャギ作家　ジョン・ヨンヒ

■ 第2・4水曜 9：45～12：00（初講日4/10）
■ 18,921円（3か月6回）

ポシャギは韓 国伝 統の
布工芸で、布のステンド
グラスとも呼ばれます。
麻や絹を縫い合わせて生ま
れる独特の色彩や透明感を
活かして、素敵な作品を
作りましょう。

裂き織りとは古着や生地を
糸状に裂いて織り込み新し
い作品を作り出す昔から伝
わる究極のリメイク術です。
卓上の織り機でファッション
やインテリアまで幅広い
作品作りを楽しみましょう。

はじめての裂き織り
アトリエモン・レーヴ　佐藤 咲子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 14,040円（3か月5回） 教材費別途

あらきかずこのフリーレース
あらきかずこフリーレース研究会上級
インストラクター　大竹 英子

■ 第4金曜 13：00～15：00（初講日4/26）
■ 15,552円（6か月6回）

リボンや糸などを組み合わ
せて生地を作る世界で初め
ての新技法です。洋服やイ
ンテリア作りなど、どなた
にも手軽に楽しめます。

サコタカコの創作ビーズ織り
おしゃれ工房講師・サコタカコ創作ビーズ織り主宰
　佐古 孝子［監修］、早坂 るみ子

■ 第4金曜 13：00～15：00（初講日4/26）
■ 17,884円（6か月6回）

ビーズを布のように織り上げ
て、アクセサリーやバッグな
どの作品を作ります。メタ
リックな輝きの中にセンスが
光るビーズ織りは、手作りの
贈り物としても喜ばれます。

ビーズ織りとビーズアート
デリカビーズ織り師範　金森 陽子

■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 15,552円（3か月6回）

織り機を使ってブロー
チ、バッグ等を織り上
げます。心をこめた作
品を身につければ喜び
もひとしお、プレゼント
にも喜ばれます。織り機を使わない作品も
作ります。

手軽で楽しい手織りと手編み
アトリエモン・レーヴ　佐藤 咲子

■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

卓上の織り機を使って、伝
統の手織りを気軽に楽しん
でみましょう。縦糸と横糸
の組み合わせで趣のある作
品が出来上がります。

絹糸のたからもの 加賀の指ぬき
結の会講師　小斎 恭代

■ 第1土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 22,291円（6か月6回） 新規教材費2,160円

日本の伝統文様が、色と
りどりの絹糸でほどこさ
れた江戸時代から伝わる
加賀の指ぬき。基本から
応用へ、そして新しいデ
ザインを創造できるよう
に学んでいきます。

フェルトメーキング
造形作家　遠藤 満里子

■ 第2木曜 10：00～12：00（初講日4/11）
■ 15,552円（6か月6回）

羊の原毛から作り上げ
るフェルト。色どりで
季節感を出しながらア
クセサリーやバッグな
どを作っていきます。

大人の女性のための
ハンドメイドアクセサリー
ABCベンダー　佐藤 洋子

■ 第3火曜 13：00～15：00（初講日4/16）
■ 15,552円（6か月6回）

技法を学びながら
自分だけの一点を
作っていきます。自
由にデザインを考え
て作り、身につけて
楽しみます。

コスチュームジュエリーメイキング
一般財団法人 日本生涯学習協議会 認定講師　鈴木 博子
ビーズ ステッチ 、クロッ
シェ、デコ刺しゅうなどの
手法を使い、繊細で存在
感あるワンランク上のコス
チュームジュエリーを作り
ます。ご希望の方は資格取
得可能です。
■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 15,552円（3か月6回）

ジュエリーエンブロイダリー
一般財団法人 日本生涯学習協議会 認定講師　鈴木 博子
フランス刺しゅうを元にし
たビーズ刺しゅう、アメリ
カ最新のビーズエンブロイ
ダリー、「ソウタシエ」とし
て人気なコード刺しゅうな
どの基本のテクニックを
学びます。
■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 12,960円（3か月5回）

基本から楽しく学べる和裁
元 専門学校教員、ふじ子きもの教室主宰　横山 ふじ子

■ 第1・3木曜 15：30～17：30（初講日4/4）
■ 第2・4木曜 15：30～17：30（初講日4/11）
■ 各 15,552円（3か月6回）

初心者の方でも安心、基
礎縫いからご説明しま
す。着物全般を自分の
ペースで学びましょう。
手仕事が楽しくなる教
室です。

大滝博子の人形教室
美術工芸家・人形作家　大滝 博子、浅田 良子

■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

古布と粘土を使って、
ぬくもりや懐かしさ
を感じる優しい表情
のお人形を作ります。
いくつになっても命を
育む喜びが得られ、幸せな気持ちで人形
作りができます。

日本伝統　飾り結び教室
花結び一級講師　池田 徳子

■ 第2月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 7,776円（3か月3回）

仏教・能・華道・茶道など、
いろいろなところで結びが
使われてきました。優美で
美しい伝統技法を学びなが
ら、現代風にアレンジをし
たインテリア小物などを作
ります。

ノルディックウォークとこだわりランチ
三浦 大輔

■ 指定金曜 10：00～15：00（初講日4/12）
■ 9,720円（3か月3回） 昼食代4,860円

専用ポールを使った簡
単な歩行運動で自然の
恵みを体感しに出かけ
ます。歩いた後はおしゃ
べりしながらのランチ
を。講師が話題のスポッ
トをご案内します。

仙台歴史まち歩き
まち歩きガイドのみなさん

■ 第2水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 17,496円（6か月6回）

何気 なく通り過ぎる街
並みの中に、たくさんの
伝説や歴史秘話が残されて
います。経験豊富なガイド
たちが、歴史再発見の旅に
ご案内します。

【3/23単発】村田・町家の雛めぐり
宮城学院女子大学講師　大沼 郁子

■ 10：00～13：00
■ 会員 3,024円 一般 3,348円

村田町は紅花商いで
栄え、商人たちが京や
大阪から持ち帰った
雛人形が今に伝わり
ます。商家を見学し、
人形の辿った遥かな旅路に思いを馳せ
ます。

仏像彫刻入門
仏師　林 浩照

■ 第1・3土曜17：15～20：15（初講日4/6）
■ 第2・4火曜13：00～16：00（初講日4/9）
■ 各 17,560円（3か月6回）

仏像彫刻は難しいと思われ
がちですが、基本さえつか
めば難しいものではありま
せん。みなさんの心の一仏が
完成するまで、分かりやすく
指導します。

川口紀子の粘土工芸
アートクラフト「ブルームＮ」教授　星野 悦子

■ 第1・3木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 16,200円（3か月6回）

「樹脂粘土」の透明感のある
特性を生かして、四季の花、
動物、人形やアクセサリー
などを作っていきます。

表装A・B
宮城県芸術協会会員・現代の名工・叙勲　佐藤 利次

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 第1・3木曜 15：20～17：20（初講日4/4）
■ 各 20,023円（3か月6回）

御佛の教えとともに渡来
した装潢の業が、現在は
表装として生活文化に溶け
込んでいます。その技術で
ご自分の書画、先祖よりの
掛軸、屏風等を作ってみませんか。

切り絵を楽しむ
切り絵作家　樋口 節夫

■ 第1・3日曜 13：00～15：00（初講日4/7）
■ 15,876円（3か月6回）

カッターを使って紙を切り、
白と黒の表現を使い分ける
ことで、味わいのある作品を
作る切り絵の世界を体験
しましょう。初めての人にも
わかりやすく、ていねいに
指導します。

ヨーロピアンポーセリンアート
日本ヴォーグ社 キルンアート協会講師　番田 美紀

■ 第4水曜 13：00～15：00（初講日4/24）
■ 第4水曜 18：30～20：30（初講日4/24）
■ 各 16,848円（6か月6回）

白い磁器に筆で絵付けを
して焼成し、丸皿、変形皿、
蓋物、花瓶、ティーセット
など、素敵な作品を創り
ます。生活を豊かに彩る
楽しみを見つけましょう！

エコクラフトで作るかごとかごバッグ
エコクラフト作家　菊池 真弓

■ 第2金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 8,424円（3か月3回） 教材費 別途

環境に優しい再生紙から
作られた「エコクラフト(紙
バンド)」を使って小物や
バッグを作ります。基本的な
編み方から北欧風の編み方を
学びながら色々な作品を
作っていきます。

はちのす会木彫教室
はちのす会仙台支部講師　岡崎 良則

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 16,848円（3か月6回）

木彫を通して心と人生
を豊かにしてみません
か。木彫は、お一人おひと
りの感性が作品として
残ります。

漆工芸　蒔絵と金繕い
蒔絵工房うるしまる 蒔絵師　渡邊 栄一

■ 第2・4月曜 13：00～15：00（初講日4/8）
■ 第2・4月曜 15：30～17：30（初講日4/8）
■ 各 16,200円（3か月6回）

蒔絵は漆で描いた文
様の上に金銀粉を蒔
き、磨き上げて表現す
る繊細華麗な漆芸技
法です。金繕いの技術も習得できます。（漆
のアレルギーのある方はご注意ください）

水引工芸
東京水引芸術学院正教授 　佐藤 照子

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 16,200円（3か月6回）

140 0年の伝統 工芸
「水引」を作ってみませ
んか。細く、色とりどり
の水引の糸を使って、
結びの楽しさを感じな
がら、手のぬくもりが伝わる作品を作って
いきます。

七宝
七宝焼講師　南舘 真貴子

■ 第1・3日曜 10：00～12：00（初講日4/7）
■ 18,532円 教材費3,240円（3か月6回）

七宝焼独特の色々な
技 法を使って、アク
セサリーなどの小物
から工芸品までオリ
ジナル作品を作って
みましょう。

日曜陶芸
自遊窯 塩内焼　古山 少吉郎

■ 第1・3日曜 10：00～12：00（初講日4/7）
■ 16,200円（3か月6回）

陶芸の楽しさ、土のおもし
ろさを感じながら失敗を恐
れる事 なく作 陶してみま
しょう。自分で考え工夫し
ながら斬新な作品にトライ
してみましょう。

真多呂木目込み人形をつくる
上賀茂流真多呂人形学院東北支部長、
雅会常務理事　大沼 真秀美

■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 16,200円（3か月6回）

江戸時代、京都の上
賀 茂 神 社で 生まれ
た 加 茂 人 形 の正 統
技 術を 真 多呂 人 形
独 自 の 手 法 で 創 作
する講座です。

つるを編む
真木雅子ラタンアートスクールインストラクター　菅 常子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 12,960円（3か月5回）

籐、あけび、クルミの皮、
山ブドウの皮等で、編
み、組み、巻いて、生活で
楽しむかご等を作りま
す。初心者の方にも丁寧
に指導いたします。

サロン・ド・デコパージュ
サロン・ド・デコパージュ講師　庄子 三千枝
　　　　　　　　　　　　　　安曇 由香利

■ 初級・中級・上級・師範科 
　 第1・3金曜 10：00～12：00（初講日4/5）
■ 研究科 第3金曜 10：00～12：00（初講日4/19）
■ 初級15,552円 中級17,236円 上級・師範科18,597円
　 （各3か月6回） 研究科9,298円（3か月3回）

古くからフランスの貴族に愛されたデコ
パージュ。その技法と卵を組み合わせた華
麗で可憐な作品づくりを楽しみましょう。

カルトナージュ
～暮らしの中のフレンチ小物～
ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 第2水曜 10：00～12：00（初講日4/10）
■ 18,921円（6か月6回）

カルトナージュは厚 紙を
ベースに布や紙を貼り、箱
やステーショナリー等を作
るフランスの伝統工芸で
す。美しいフレンチ小物で
生活を彩りましょう。

レザークラフト
日本レザークラフト協会講師　岩佐 昱子

■ 第2・4木曜 13：00～15：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

皮革の持ち味をいかしたさ
まざまな技法を駆使して、
アクセサリーからインテリ
アまで楽しみながら創作し
ます 。希 望 の方は日 本レ
ザークラフト協会認定資格
も取得できます。

ステンドグラス
ステンドグラス作家 ステンドグラス工房べるふぁむ　五十嵐 沙予

■ 第3日曜 13：00～15：45（初講日4/21）
■ 20,217円（6か月6回）

ガラスが光を通すと、とて
もきれいな世界を描くステ
ンドグラス作品。新規の方
はまずは小物入れを作りま
す。失敗もあるけれど、楽し
みながら完成させて喜びを
味わいましょう。

楽しく作るステンドグラス
ステンドグラス作家　五十嵐 克之

■ 第2・4木曜 15：15～17：15（初講日4/11）
■ 17,560円（3か月6回）

ステンドグラスは空間に癒
やしを与え、太陽の動きや
季節による変化を楽しめる
作品です。作品展で受賞経
験を持つ講師が、小物から
パネル作りまで、ていねい
に指導します。

フラワーデザイン
日本フラワーデザイナー協会本部講師・
審査員　佐藤 洋子

■ 本科 毎週水曜 10：00～11：30（初講日4/3）
■ 26,956円（3か月12回）
■ 専攻科 第3水曜 10：00～11：30（初講日4/17）
■ 8,100円（3か月3回）

幅 広 いデ ザイン を 楽しみ
ながら、趣味で学ぶ方から
スペシャリストを目指す方まで
個性を大切に指導します。

茶花
大日本茶道学会 本部教場長 　田中 仙融

■ 基礎科 第2水曜 12：30～14：00（初講日4/10）
■ 20,217円 花材費7,128円（6か月6回）
■ 本科 第2水曜 14：15～15：45（初講日4/10）
■ 22,291円 花材費9,720円（6か月6回）

茶花とは茶席に飾る花。
季 節の 花を心をこめて
いけることで、洗練された
美の世界が広がります。

椅子席で楽しむ茶の湯入門
裏千家準教授　佐藤 宗以

■ 第1・3水曜 13：00～18：00（初講日4/3）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

お茶が全く初めての方
でも大丈夫です。基礎
から野点の茶会などで
役立つお点前を椅子
席で学びましょう！
季節の茶花や和菓子も楽しみます。

茶道　表千家
表千家宮城県教授者会員　髙野 宗絢

■ 第1・3火曜 13：00～16：00（初講日4/2）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

科学万能とされている今
こそ、伝統ある総合芸術

「茶の心」に触れてみま
しょう。講師の推薦で許状
もいただけます。

香道
御家流尭仙会師範　深沢 五百子

■ 第1・3月曜 13：30～15：30（初講日4/1）
■ 第1・3月曜 18：00～20：00（初講日4/1）
■ 各 12,960円（3か月5回） 香木料 8,100円

香のたき方、きき方、香木
の知識などを勉強してい
きます。静かに香をきくひ
とときは、私たちを無限の
世界に誘ってくれることで
しょう。

マナコフローラルデザイン
マナコフラワーアカデミー教授　久田 久美子

■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 12,830円（3か月6回）

葉の自由な操作で奏でる
創作モダンデザイン フ
レッシュフラワー、立花調
フレッシュ、プリザーブド
フラワーまで幅広いレッ
スンをします。

広山流いけばな 野の花をいける
広山流家元　岡田 広山[監修]
広山流師範　遊佐 広園

■ 第2・4水曜 10：30～12：00（初講日4/10）
■ 15,552円 花材費7,776円（3か月6回）

野山の花のもつ素朴な
美しさを大切にし、「自
然にいける」ことを特徴
としています。一枝・一
花・一葉に心を配り、植物本来の風情を活
かしましょう。

いけばな池坊
池坊華道会常任委員 　雪江 柳華

■ 毎週火曜 17：00～20：00（初講日4/2）
■ 本科 21,027円 花材費9,504円（3か月11回）
■ 研究科 23,641円 花材費11,880円（3か月11回）
■ 専門科 26,254円 花材費11,880円（3か月11回）

四季折々のかわいい花、美し
い花を生けてみませんか。自
由花・生花・立花と色々な形
で楽しく学んでいます。希望
により資格取得もできます。

小原流いけばな
小原流名誉幹部　保原 光霞

■ 指定水曜 15：30～20：00（初講日4/10）
■ 本科 18,759円 花材費7,776円（3か月9回）
■ 研究科 20,217円 花材費8,748円（3か月9回）
■ 教授料 23,328円 花材費9,720円（3か月9回）

暮らしの中に安らぎを与
えてくれる、そんな花を
いけてみましょう。希望
により資格取得もでき
ます。

花のアトリエ草月流
草月会宮城県支部県委員、
日本いけばな芸術協会参与　丹野 霞園

■ 第1・3木曜 18：00～20：30（初講日4/4）
■ カリキュラム 12,895円 花材費5,832円（3か月6回）
■ マスター 14,320円 花材費5,832円（3か月6回）

草月流の基本を学びなが
ら、色々な空間に合う個性
的ないけばなを表現してい
きます。充実した勉強によ
り指導資格が得られます。

民謡舞踊
日本民踊・新舞踊協会特任教授　横田 京子

■ 毎週木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 30,326円（3か月12回）

民謡の素朴さが人間
の輪を広げます。歌謡
曲にあわせて踊る新
舞踊なども指導しま
す。普段 着の気 軽な
服装でお出かけくだ
さい。

日本舞踊　花柳流
花柳流教授　花柳 雅好

■ 毎週月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 27,799円（3か月11回）

花柳流直伝の日本舞
踊を、技量や希望に応
じて指導します。初歩
は 初 代 花 柳 寿 輔 が
作った基本曲「菊づく
し」によって基本動作を仕上げ、小曲に進
みます。

日本舞踊　藤間流
日本舞踊藤間流師範　藤間 いく子

■ 毎週土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 27,799円 こども 23,641円（3か月11回）

日本の伝統美「日本
舞踊」で、自分を磨き
ませんか。お子様から
年配の方まで作品を
通じ所作指導もしま
すのでお作法も身につき、着物も着られる
様になります。

謡曲・仕舞
重要無形文化財総合指定・能楽師　松山 隆雄

■ 謡曲 第4火曜 15：00～16：00（初講日4/23）
■ 仕舞 第4火曜 16：15～17：15（初講日4/23）
■ 各 15,163円（3か月3回）

重要無形文化財総合指定
を受けた講師が、謡曲・仕舞

（能のなかの舞いどころ）
を、基礎からわかりやすく
系統的に指導します。初心
者歓迎です。

詩吟
皆伝師範　兼平 國映

■ 第2・4火曜 10：30～12：30（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

詩吟を始めてみませんか。
詩文（漢詩、新体詩、和歌）に
こめられた心を、吟声に表
現するもので日本の伝統芸
能です。お腹の底から声を
出し、楽しみながら健康な
体を作ります。

箏曲　生田流・三弦
生田流国風音楽奨励会正師範　鶴巻 春雲

■ 第1・2・3月曜 15：30～17：30（初講日4/1）
■ 22,453円（3か月9回）
■ 第1・3月曜 15：30～17：30（初講日4/1）
■ 第1・3月曜 18：00～20：00（初講日4/1）
■ 各 14,968円（3か月6回）

伝統ある日本の楽器、三味線
に親しんでみませんか。しっと
りとした古典曲からリズミカル
な現代曲まで幅広く学べます。

長唄三味線
長唄文化譜杵家派師範　杵家 弥登鈴

■ 第1・3水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 15,552円（3か月6回）

初めての方にもバチ
の持ち方、三味線の
かまえ方などの基本
を 大 切 に 指 導しま
す。わかりやすい当
派の「文化譜」を使っ
てのお稽古です。

たのしい篠笛
さとう くみこ

■ 第2・4日曜 13：30～15：30（初講日4/14）
■ 12,960円（3か月5回）

あなたの息づかいがその
まま音になります。竹の響
きを楽しみながら、心も体
もリフレッシュしましょう。
初心者大歓迎です。

尺八聴雪塾
～気軽に始めよう、サムライの時代の音楽～
郡川記念サムライ尺八会 幹事　高橋 聴雪

■ 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

音の出し方や音階の基礎を
課題曲などを通じて実習し
た後、「津軽錦風流 調（しら
べ）」「宮城鈴慕」など東北に
伝わる珠玉の名曲をじっく
りとお稽古します。

心に響く篠笛 山口流 中級
山口流家元　山口 千壽

■ 第2・4火曜 18：30～20：30（初講日4/9）
■ 16,524円（3か月6回）

日本古来の楽器である篠笛
の新しい流派「山口流」は、古
典だけではなく「荒城の月」
や「娘道成寺」など、さまざま
なジャンルの曲を演奏する
のが特徴です。そのやわらか
な音色に触れてみませんか。

心に響く篠笛 山口流 初級
山口流教授名取　山口 千幸

■ 第1・3土曜 13：00～14：30（初講日4/6）
■ 15,552円（3か月6回）

とても簡単な作り
の篠笛ですが、その
音色は心地よく、疲
れた心を癒やしてく
れます。初心者の方
を中心に楽しく篠笛を学びます。

三線（さんしん）で島唄をうたう
仙台三線愛好会みやらび会主宰　加屋本 正一

■ 初心者クラス 第2・4土曜 13：00～15：00（初講日4/13）
■ 経験者クラス 第2・4土曜 15：30～17：30（初講日4/13）
■ 各 12,960円（3か月5回）

講師は波照間島の出身。沖
縄音楽の素晴らしさを伝え
るため、定禅寺ジャズ・フェ
ステイバルへも出演してい
ます。経験豊富な講師のも
とで、三線を学びましょう。

大正琴（水、土）
琴生流師範　平塚 雅雄

■ 毎週水曜 15：15～17：15（初講日4/3）
■ 29,937円（3か月12回）
■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 14,968円（3か月6回）

大正琴は誰にでも手軽に
楽しめる楽器です。童謡、
歌謡曲、ポピュラーなど、
幅広いジャンルの曲が演
奏でき、アンサンブルで高度な表現も楽しめます。

文化筝
文化筝音楽振興会認定講師　山田 一邦

■ 第2・4金曜 15：30～17：30（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

86センチのかわいい
お筝を弾きます。ど
なたでも簡単に「さく
ら」、「荒城の月」など
を、数字譜で弾ける
ようになります。

民謡
民謡若葉会会主　安藤 とし子

■ 毎週水曜 10：00～11：30（初講日4/3）
■ 29,937円（3か月12回）

民謡を尺 八と三味
線の伴奏で唄ってみ
ませんか。初心者の
方の基 本 指 導から
民謡コンクールや大
会出場を目指す方の練習まで、伴奏つきで楽
しく学び唄いこなせるようになります。

津軽三味線
津軽三味線数又会会主　数又 利夫
助手　庄子 功

■ 第1・2・3木曜 13：00～14：30（初講日4/4）
■ 23,328円（3か月9回）

豪快、かつ繊細なバチ
さばき、リズミカルなメ
ロディー。津軽三味線
にふれてみませんか。
初心者大歓迎です。

筝曲　生田流
生田流国風音楽奨励会正師範　須藤 操鈴

■ 毎週水曜 18：00～20：00（初講日4/3）
■ 29,937円（3か月12回）

音色がホッと心を和
ませるお筝を弾いて
みませんか。初心者
の方にも基礎から丁
寧に指導します。

謡曲　観世流
仙台市能楽振興協会副会長 　山下 三千夫

■ 毎週木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 29,937円（3か月12回）

謡曲（古典芸能「能」のセリ
フ、独唱、合唱部分）を謡っ
てみませんか。基本を大切
に、初めての方にも丁寧に
指導します。腹式呼吸で健
康保持にも役立ててみま
せんか。

謡曲　宝生流
宝生流教授嘱託　藤掛 和男

■ 第2・4土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 12,474円（3か月5回）

高砂・鶴亀など、謡曲を
覚えてみませんか。初め
ての方には発声から節の
扱い方まで、丁寧に指導
します。

日曜茶の湯裏千家
～基礎からお茶室巡りまで～
裏千家淡交会助教授　高橋 宗孝
裏千家淡交会助教授　田邊 宗裕

■ 第1・3日曜 10：00～13：30（初講日4/14）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

教室で「おもてなし」の心を
学び、3か月ごとに仙台の茶
室を体験します。しなやかな
振る舞いとわびさびを学び、
内側から美しくなりながら
お茶を楽しみます。

茶道　裏千家
裏千家淡交会正教授・宮城支部参与
　佐々木 宗孝、田邊 宗裕

■ 第1・2・3金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 第1・2・3金曜 18：00～20：20（初講日4/12）
■ 各 21,286円（3か月9回） 水屋料 6,804円

茶の点前、作法を学びなが
ら、長い伝統につちかわれ
た茶の湯の心にふれて行き
たいと思います。講師の推
薦で許状もいただけます。

大日本茶道学会
大日本茶道学会正教授 　相澤 仙静

■ 第1・3木曜 18：00～20：20（初講日4/4）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

“茶の道”を通して、日本の
文化・季節を味わいながら
洗練さた所作も身に付け
ていく、そんなひとときを
一緒に楽しみませんか。講
師の推薦で許状もいただ
けます。

礼法
小笠原流礼法 師範　齋藤 菱由

■ 第1・3土曜 13：20～15：20（初講日4/6）
■ 14,191円（3か月6回）

礼儀作法の基本は、
相手を大切に思う
心を 形にすること
です。冠婚葬祭のみ
ならず、日常生活に
生 かすことので き
る礼儀作法の基本を学んでみませんか。

こども まんが・キャラクター教室
てづくり漫画工房　黒崎 研志

■ 第4日曜 10：00～11：30（初講日4/14）
■ こども会員 5,734円（3か月3回）

人や動物、アニメのキャラ
クターを上手に描きたい
という小中学生のための
講座です。夢は漫画家
という方も大歓迎。描き
方の基礎からていねいに
指導します。

キッズチアダンス
Ei Cheer & Dance PlaNets代表　丹野 絵里

■ 4歳～小1 第2・4日曜 10：00～11：00（初講日4/14）
■ 小2～小6 第2・4日曜 11：10～12：10（初講日4/14）
■ こども会員 各 11,826円（3か月5回）

チアダンスの基本となる
アームモーションやダンス
ステップを練習していき
ます。ポンポンを持って
笑顔で元気いっぱいに
踊りましょう。

こどもヒップホップ
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 第1・2・3土曜 15：30～17：00（初講日4/6）
■ 17,204円（3か月9回）

音楽にのって体を動かす
楽しさを味わいながら、
リズム感、敏捷性、持久力
などをバランスよくトレー
ニングします。こどもの
感性を豊かにし、個性を
育むレッスンです。

子どものためのクラシックバレエ
～プレバレエ～
村上 洋子

■ 毎週月曜 16：00～17：00（初講日4/1）
■ 21,027円（3か月11回）

バレエの基 礎を学び、
音楽に合わせて踊る楽
しさを学んでいきます。
無理なく正しい姿勢を
身につけることもでき
ます。（4歳～小2対象）

こども囲碁
今、子供たちと碁を！宮城の会講師　菊川 悟

■ 第1・3日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ こども会員 12,830円（3か月6回）

囲碁は21世紀の知的
ゲームです。ルールと
マナーをまずしっかり
学び、布石や定石など
を分かりやすく指導し
ます。知らず知らずの
うちに力がつきます。

こども将棋
NHK将棋講座観戦記者　森 充弘
七段 (元アマ名人)　加部 康晴

■ 第1・3土曜10：00～11：30（初講日4/6）
■ こども会員 12,830円（3か月6回）

こどもの頃から将棋を
学ぶことで得られる効用
が話題となっています。
あいさつをはじめとする
礼節や、対局の作法など
についても指導します。

日曜こどもアトリエ
黒崎 明子

■ 第1・3日曜 10：30～12：00（初講日4/7）
■ 11,469円（3か月6回）

絵画をはじめ紙粘土、木
工などを、のびのびとし
た発想とこどもの個性
を活かしながら、楽しく
創作しましょう。幼稚園
～中学生が対象です。

60歳からの英会話
カール英会話スクール講師

■ 毎週月曜 15：20～16：30（初講日4/1）
■ 26,017円（3か月11回）

6 0 歳を 過ぎ て、改めて
英会話を学び直したい・・・
そんな方たちのために、
会話を中心にゆっくりと
レッスンをすすめていく
講座です。

月曜英会話(初級)(中級)
カール英会話スクール講師

■ 初級 毎週月曜 9：50～10：50（初講日4/1）
■ 中級 毎週月曜 11：00～12：15（初講日4/1）
■ 初級24,710円 中級26,017円（3か月11回）

英会話を外国人講師の指導
で、自分のレベルにあわせて
習ってみたいという方のため
の講座です。経験豊かな講師
が、楽しく英会話の世界へ
とご案内します。

水曜英会話(初級)
カール英会話スクール講師

■ 毎週水曜 13：00～14：00（初講日4/3）
■ 26,956円（3か月12回）

外国人講師とのレッスンで、
コミュニケーション 力を
アップしましょう。身近な
トピックでのフリートークで
語彙力も伸ばし、英語耳、
英語口を養いましょう。

初級からの英会話
通訳・翻訳家　丹野 由佳子

■ 毎週金曜 15：30～16：30（初講日4/5）
■ 28,382円（3か月12回）

英会話を習ったことがある方を
対象に英語の基礎をしっかりと
勉強しながら、色々な動詞、単語
を覚え、会話が出来るように
練習して行きます。

ゼロからはじめる英会話
通訳・翻訳家　丹野 由佳子

■ 毎週木曜 13：40～14：40（初講日4/4）
■ 29,678円（3か月12回）

簡単な会話でもなんとか話して
みたい。これは英語でどう表現
するのか…などなど全くの初心
者対象の英会話講座です。通訳
として生きた英語に接している
講師が丁寧に指導します。

楽しく学ぶ中国語
顧 晰斐（グ シーフェイ）

■ 第2・4火曜 14：30～15：40 （初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

中国語の基本文型を踏まえ
ながら、さまざまな会話や
表現ができるようになること
を目指します。中国文化に
関する紹介も交え、楽しく
学んでいきます。初めての
方も歓迎です。

はじめてのロシア語
ロシア語講師　アリーセ・ドンネレ

■ 毎週金曜 19：00～20：00（初講日4/5）
■ 28,382円（3か月12回）

ロシア語は、美しい発音と
抑揚があいまって、音楽的な
響きを持つ言語です。ロシア
語を初めて学ぶ方を対象に、
文法や発音などをゆっくりと
ていねいにお教えします。

インドネシア語入門
東北大学大学院博士課程　アンディ・ホリック・ラムダニ

■ 第2・4木曜 19：00～20：00（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

インドネシアは豊富な観光
資源を抱え日本企業の進出
も進むなど身近な国の一つ
です。簡単な日常会話が
できることを目標に学び
ます。

シンプルな英語で伝える日本の歴史と文化
通訳案内士　松本 洋子

■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 18,532円（3か月6回）

日本の歴史や文化を
いかにわかりやすく
英 語 で 伝 える か を
学びます。シンプルな
英文で書かれたテキ
ストを使って進めます。

フランス語 基礎クラス
アリアンス・フランセーズ仙台講師

■ 毎週木曜 9：45～10：45（初講日4/4）
■ 29,678円（3か月12回）

基礎レベルの方対象。簡単な挨拶などの
初歩的な日常表現を通じて、楽しく学び
ます。

フランス語（初級）
カルチェラタン校長　フィリップ・ブラシェ

■ 第2・4火曜 13：00～14：00（初講日4/9）
■ 14,191円（3か月6回）

フランス 人 講 師 による 、
フランス文化、芸術などの
話を交えながらの入門クラス
です。

イタリア語入門・初級
ラファエレ・マンブリーニ

■ 入門 毎週土曜 13：30～15：00（初講日4/6）
■ 初級 毎週土曜 15：30～17：00（初講日4/6）
■ 26,017円（3か月11回）

イタリア語初心者・経験者の
方のためのクラスです。
イタリアの文化に触れながら、
ローマ出身の講師と楽しく
勉強しましょう。

スペイン語（入門）（中級）
東北大学スペイン語ティーチングアシスタント
　ハンス バチェック

■ 入門 毎週木曜 19：30～20：30（初講日4/4）
■ 中級 毎週木曜 18：20～19：20（初講日4/4）
■ 各 28,382円（3か月12回）

入門では、基本文法・会話・
発音など、基礎を習得します。
中 級で は 、会 話 の 機 会を
増やすことで、語彙の数や
表現力を養います。

ハングル（初級Ⅱ）
李 泰憲（イ テホン）、李 恵領（イ へリョン）

■ 毎週水曜 12：20～13：20（初講日4/3）
■ 28,382円（3か月12回）

初級Ⅱレベルのテキストを使
い、読み、書き、文法をしっかり
学びます。日常会話や旅行会
話はもちろん、多様な副教材
を用いて韓国文化や歴史など
についても楽しく学んでいき
ます。

ハングル（総合韓国語）
李 泰憲（イ テホン）、李 恵領（イ へリョン）

■ 毎週水曜 13：30～14：30（初講日4/3）
■ 28,382円（3か月12回）

単語力や文章の理解、会話の
実力をさらに高めたい方にお
勧めです。韓流ドラマ、韓国旅
行などに関心のある方が一緒
に学んでいます。プチ留学感
覚の授 業を一 緒に楽しみま
しょう。

ゼロからはじめる韓国語
李 泰憲（イ テホン）、李 恵領（イ へリョン）

■ 毎週土曜 12：15～13：15（初講日4/6）
■ 27,205円（3か月11回）

初めてハングルを習う人の
ための講座です。文字と発
音や文法を基礎から学びま
す。韓国文化の話も交えて
楽しみながら、自己紹介や
旅行での簡単な会話ができ
ることをめざします。

楽しく学ぶポルトガル語
NHK文化センター講師　大槻・ヴァレリア・ハルエ

■ 毎週火曜 17：00～18：30（初講日4/2）
■ 32,151円（3か月13回）

ブラジル出身の講
師が、ポルトガル語
圏の文化などの話
も交えて楽しくお教
えします。

はじめての中国語・超入門
顧 晰斐（グ シーフェイ）

■ 第2・4火曜 19：00～20：00（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

中国語を初めて学ぶ方の
ために、新しくスタートする
講座です。中国 語独 特の
発音や文法の学習からはじ
めて、かんたんな会話ができ
るようにしましょう。

はじめての韓国語・超入門

■ 毎週水曜 18：30～19：30（初講日4/3）
■ 29,678円（3か月12回）

韓国語を初めて学ぶ
方のために、新しく始
まる講 座 です。まず
は文字と発音や文法
を基 礎 から学び、簡
単な会話ができるようにしましょう。

韓国語スクールDonaBona講師　朴英蘭

講座案内の発行予定
 4 月期講座・・・ 2 月下旬発行
 7 月期講座・・・ 5 月下旬発行
10月期講座・・・ 8 月下旬発行
 1 月期講座・・・11月下旬発行

仙 台市周 辺には、明
治時代から戦前に建
てられた貴重な近代
建築が残されていま
す。それらを訪ね、建
物が生まれた歴史的背景や見どころな
どを分かりやすくお伝えします。

近代建築探訪
近代仙台研究会事務局長　斎藤 広通

■ 第1月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 17,496円（6か月6回）

【4/25単発】ブラキムラとまち歩き
仙台段差崖会主宰「せんだいコンセキ発掘塾」塾長　木村 浩二

■ 10：30～15：00
■ 会員 3,780円 一般 4,320円

段差や崖を愛し、街中に眠
る歴史の痕跡発掘に取り組
む講師が、午前中に座講＋
午後まち歩きの講座を実施
します。大手門下から大町、
東一番丁界隈を歩き、歴史
の痕跡を楽しみましょう。

箏曲　山田流
山田流箏曲教授　斎藤 瑞香能

■ 午後クラス 第2・4火曜 15：30～17:00（初講日4/9）
■ 夜クラス 第2・4火曜 18：30～20：00（初講日4/9）
■ 各 14,968円（3か月6回）

お琴は敷居が高そう。そんなイメー
ジはありませんか？お琴でわらべう
たやポピュラー音楽から古典曲まで
様々な曲が演奏できます。お琴の美
しい音色を、一緒に楽しみましょう。

このマークのついている講座は、３月末までの期間に限り、
講座日に受講料1,000円+1回分の教材費等で体験受講ができます。

この機会にNHK文化センターの講座を体験してみませんか！
事前にお電話でご予約をお願いします。
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お申込みの手順

検索検索
※24 時間受付中　クレジットカード支払

TEL022-224-4811
NHKカルチャー仙台

※お支払は窓口またはお振り込み（郵便局・コンビニ）
【受付】 月～土／9：30～20：00　日／9：30～15：00
【4月～9月の休業日】 4/27（土）～5/6（月）、8/11（日）～8/16（金）

３月末までは、特別体験受講のチャンスです

TEL022-224-4811

7NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内6 満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）このマークのある講座は、夜に開催する講座です。



このマークのある講座は、講座のある日に 1 回分の受講料＋教材費等で体験受講ができます。事前に、お電話でご予約をお願いします。ただし同じ講座の体験受講は 1 回限りです。

草乃しずかの日本刺しゅう
日本刺しゅう作家　草乃 しずか［監修］、小松田 深沙央

■ 第2・4月曜 10：30～12：30（初講日4/8）
■ 18,921円（3か月6回）

日本刺しゅうの繊細で
豪華な縫い取りの技法
を、新しい感覚で指導し
ます。小物から始め、イ
ンテリアとしても楽しめ
る作品を織り交ぜながら、帯・着物へと進
みます。

日本刺しゅう
駒の会主宰　佐藤 玲子

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 第1・3土曜 13：00～15：00（初講日4/6）
■ 各 15,552円（3か月6回）

日本刺繍の伝統技法
を用い、半襟・バック・
ブローチ・額・タペスト
リーなど身近なものを
制作しながら基本の刺し方を習得します。

スウェーデンニットクラフト
中央編物技芸学院院長・ハンドクラフト
アトリエＫ主宰　松本 京子

■ 第1・3火曜 18：00～20：00（初講日4/2）
■ 15,552円（3か月6回）

スウェーデンニットの
伝統を残しつつ、現代
的な息吹を加えた作
品を作ります。ウール
の持つ自然の温もり
を感じてみませんか。

パッチワークとキルト
パッチワーク講師　石崎 智恵子

■ 第2・4木曜 13：00～15：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

はぎれをつなぎ合わせ
ていくことで意外な色
彩や柄のパッチワーク
ができあがります。日常
に使える暖かみのある
作品を作ってみましょ
う。

戸塚刺しゅう
戸塚刺しゅう仙台支部師範1級　渡部 恵子

■ 第2・4金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

テーブルセンター、エプロン、
クッションなど基 礎から
わかりやすく学ぶので、初心者
でも楽しく作品が仕上がり
ます。「自分のバッグに刺しゅう
したい」なども可能です。

津軽こぎん刺し
前田セツこぎん研究会
　大森 静枝、細道 恵子、大谷 信子
津軽の厳しい生活の中
から生まれた刺し子の
芸術。国際的に有名な
故・前田セツ先生の直伝
の教室です。
■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 第2・4水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 各 15,552円（3か月6回）

キャシー中島の ハワイアンキルト
キャシー中島公認講師、
アロハキルトメレクイキ主宰　冨澤 眞理子
アロハキルトメレクイキ専任講師　伊藤 幸子

■ 第1・3水曜 10：00～12：00（初講日4/3）
■ 22,939円（3か月6回）

キャシー 中島 先 生の
キルトデザインで花・
葉・魚などをモチーフ
に、ポーチ、バッグなど
を作ります。

染めを楽しむ
工芸染色家　大竹 英子

■ 第3水曜 10：00～12：00（初講日4/17）
■ 7,776円（3か月3回）

四季折々の伝統的な染め、
近代的な簡単技法による
流行の染色からリフォーム
染色まで。そんな人気の
染 め を 家 庭 で 手 軽 に
楽しめるように学びます。

ちりめんのお細工物
ちりめん講師　飯田 和世

■ 第2月曜 12：30～16：00（初講日4/8）
■ 22,615円（6か月6回）

江戸・明治・大正と大変
好まれたちりめん細工。
ちりめんの持つ暖かさ
に四季の花鳥風月を
織り込みながら作品を
作っていきましょう。

リフォーム洋裁
アヒコ洋裁研究所主宰　佐々木 玲子

■ 第2・4火曜 13：00～15：00（初講日4/9）
■ 第2・4火曜 15：30～17：30（初講日4/9）
■ 各 15,552円（3か月6回）

押入れに眠っている着古した
ジーンズ、背広、ネクタイ、着物
などを活用して、オリジナル
作品に挑戦してみませんか。
お1人ずつ丁寧に指導します。

つまみ細工
つまみ細工作家　阿部 美枝

■ 第4水曜 13：00～16：00（初講日4/24）
■ 8,100円（3か月3回）

小さな布を折って、つま
んで作る「つまみ細工」は、
江戸時代から伝わる伝統
工芸です。繊細で華やかな

「つまみ細工」の世界を
ご一緒に楽しんでみま
せんか。

布絵本をつくる
布絵本創作作家　穂積 智津子

■ 第1水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 15,552円（6か月6回）

昔から語り継がれて
きたお話や童謡、オリ
ジナルの物語を、創意
工 夫しな が ら 布 を
用いて絵本に作り上げ
ます。

お気に入りの布で小物作り
～手作りのある暮らし～
ダヌー杜の工房　深瀬 恵子

■ 第4金曜 10：00～12：00（初講日4/26）
■ 7,095円（3か月3回）

お 気 に 入 り の 布 や
使わなくなった古布を
使 っ て 、普 段 使 い の
ポ ー チ や バ ッ グ を
作ってみませんか。

ポジャギ伝統の色あわせを楽しむ
ポジャギ作家　ジョン・ヨンヒ

■ 第2・4水曜 9：45～12：00（初講日4/10）
■ 18,921円（3か月6回）

ポシャギは韓 国伝 統の
布工芸で、布のステンド
グラスとも呼ばれます。
麻や絹を縫い合わせて生ま
れる独特の色彩や透明感を
活かして、素敵な作品を
作りましょう。

裂き織りとは古着や生地を
糸状に裂いて織り込み新し
い作品を作り出す昔から伝
わる究極のリメイク術です。
卓上の織り機でファッション
やインテリアまで幅広い
作品作りを楽しみましょう。

はじめての裂き織り
アトリエモン・レーヴ　佐藤 咲子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 14,040円（3か月5回） 教材費別途

あらきかずこのフリーレース
あらきかずこフリーレース研究会上級
インストラクター　大竹 英子

■ 第4金曜 13：00～15：00（初講日4/26）
■ 15,552円（6か月6回）

リボンや糸などを組み合わ
せて生地を作る世界で初め
ての新技法です。洋服やイ
ンテリア作りなど、どなた
にも手軽に楽しめます。

サコタカコの創作ビーズ織り
おしゃれ工房講師・サコタカコ創作ビーズ織り主宰
　佐古 孝子［監修］、早坂 るみ子

■ 第4金曜 13：00～15：00（初講日4/26）
■ 17,884円（6か月6回）

ビーズを布のように織り上げ
て、アクセサリーやバッグな
どの作品を作ります。メタ
リックな輝きの中にセンスが
光るビーズ織りは、手作りの
贈り物としても喜ばれます。

ビーズ織りとビーズアート
デリカビーズ織り師範　金森 陽子

■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 15,552円（3か月6回）

織り機を使ってブロー
チ、バッグ等を織り上
げます。心をこめた作
品を身につければ喜び
もひとしお、プレゼント
にも喜ばれます。織り機を使わない作品も
作ります。

手軽で楽しい手織りと手編み
アトリエモン・レーヴ　佐藤 咲子

■ 第2・4金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

卓上の織り機を使って、伝
統の手織りを気軽に楽しん
でみましょう。縦糸と横糸
の組み合わせで趣のある作
品が出来上がります。

絹糸のたからもの 加賀の指ぬき
結の会講師　小斎 恭代

■ 第1土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 22,291円（6か月6回） 新規教材費2,160円

日本の伝統文様が、色と
りどりの絹糸でほどこさ
れた江戸時代から伝わる
加賀の指ぬき。基本から
応用へ、そして新しいデ
ザインを創造できるよう
に学んでいきます。

フェルトメーキング
造形作家　遠藤 満里子

■ 第2木曜 10：00～12：00（初講日4/11）
■ 15,552円（6か月6回）

羊の原毛から作り上げ
るフェルト。色どりで
季節感を出しながらア
クセサリーやバッグな
どを作っていきます。

大人の女性のための
ハンドメイドアクセサリー
ABCベンダー　佐藤 洋子

■ 第3火曜 13：00～15：00（初講日4/16）
■ 15,552円（6か月6回）

技法を学びながら
自分だけの一点を
作っていきます。自
由にデザインを考え
て作り、身につけて
楽しみます。

コスチュームジュエリーメイキング
一般財団法人 日本生涯学習協議会 認定講師　鈴木 博子
ビーズ ステッチ 、クロッ
シェ、デコ刺しゅうなどの
手法を使い、繊細で存在
感あるワンランク上のコス
チュームジュエリーを作り
ます。ご希望の方は資格取
得可能です。
■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 15,552円（3か月6回）

ジュエリーエンブロイダリー
一般財団法人 日本生涯学習協議会 認定講師　鈴木 博子
フランス刺しゅうを元にし
たビーズ刺しゅう、アメリ
カ最新のビーズエンブロイ
ダリー、「ソウタシエ」とし
て人気なコード刺しゅうな
どの基本のテクニックを
学びます。
■ 第2・4日曜 10：00～12：00（初講日4/14）
■ 12,960円（3か月5回）

基本から楽しく学べる和裁
元 専門学校教員、ふじ子きもの教室主宰　横山 ふじ子

■ 第1・3木曜 15：30～17：30（初講日4/4）
■ 第2・4木曜 15：30～17：30（初講日4/11）
■ 各 15,552円（3か月6回）

初心者の方でも安心、基
礎縫いからご説明しま
す。着物全般を自分の
ペースで学びましょう。
手仕事が楽しくなる教
室です。

大滝博子の人形教室
美術工芸家・人形作家　大滝 博子、浅田 良子

■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

古布と粘土を使って、
ぬくもりや懐かしさ
を感じる優しい表情
のお人形を作ります。
いくつになっても命を
育む喜びが得られ、幸せな気持ちで人形
作りができます。

日本伝統　飾り結び教室
花結び一級講師　池田 徳子

■ 第2月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 7,776円（3か月3回）

仏教・能・華道・茶道など、
いろいろなところで結びが
使われてきました。優美で
美しい伝統技法を学びなが
ら、現代風にアレンジをし
たインテリア小物などを作
ります。

ノルディックウォークとこだわりランチ
三浦 大輔

■ 指定金曜 10：00～15：00（初講日4/12）
■ 9,720円（3か月3回） 昼食代4,860円

専用ポールを使った簡
単な歩行運動で自然の
恵みを体感しに出かけ
ます。歩いた後はおしゃ
べりしながらのランチ
を。講師が話題のスポッ
トをご案内します。

仙台歴史まち歩き
まち歩きガイドのみなさん

■ 第2水曜 13：00～15：00（初講日4/10）
■ 17,496円（6か月6回）

何気 なく通り過ぎる街
並みの中に、たくさんの
伝説や歴史秘話が残されて
います。経験豊富なガイド
たちが、歴史再発見の旅に
ご案内します。

【3/23単発】村田・町家の雛めぐり
宮城学院女子大学講師　大沼 郁子

■ 10：00～13：00
■ 会員 3,024円 一般 3,348円

村田町は紅花商いで
栄え、商人たちが京や
大阪から持ち帰った
雛人形が今に伝わり
ます。商家を見学し、
人形の辿った遥かな旅路に思いを馳せ
ます。

仏像彫刻入門
仏師　林 浩照

■ 第1・3土曜17：15～20：15（初講日4/6）
■ 第2・4火曜13：00～16：00（初講日4/9）
■ 各 17,560円（3か月6回）

仏像彫刻は難しいと思われ
がちですが、基本さえつか
めば難しいものではありま
せん。みなさんの心の一仏が
完成するまで、分かりやすく
指導します。

川口紀子の粘土工芸
アートクラフト「ブルームＮ」教授　星野 悦子

■ 第1・3木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 16,200円（3か月6回）

「樹脂粘土」の透明感のある
特性を生かして、四季の花、
動物、人形やアクセサリー
などを作っていきます。

表装A・B
宮城県芸術協会会員・現代の名工・叙勲　佐藤 利次

■ 第1・3木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 第1・3木曜 15：20～17：20（初講日4/4）
■ 各 20,023円（3か月6回）

御佛の教えとともに渡来
した装潢の業が、現在は
表装として生活文化に溶け
込んでいます。その技術で
ご自分の書画、先祖よりの
掛軸、屏風等を作ってみませんか。

切り絵を楽しむ
切り絵作家　樋口 節夫

■ 第1・3日曜 13：00～15：00（初講日4/7）
■ 15,876円（3か月6回）

カッターを使って紙を切り、
白と黒の表現を使い分ける
ことで、味わいのある作品を
作る切り絵の世界を体験
しましょう。初めての人にも
わかりやすく、ていねいに
指導します。

ヨーロピアンポーセリンアート
日本ヴォーグ社 キルンアート協会講師　番田 美紀

■ 第4水曜 13：00～15：00（初講日4/24）
■ 第4水曜 18：30～20：30（初講日4/24）
■ 各 16,848円（6か月6回）

白い磁器に筆で絵付けを
して焼成し、丸皿、変形皿、
蓋物、花瓶、ティーセット
など、素敵な作品を創り
ます。生活を豊かに彩る
楽しみを見つけましょう！

エコクラフトで作るかごとかごバッグ
エコクラフト作家　菊池 真弓

■ 第2金曜 10：00～12：00（初講日4/12）
■ 8,424円（3か月3回） 教材費 別途

環境に優しい再生紙から
作られた「エコクラフト(紙
バンド)」を使って小物や
バッグを作ります。基本的な
編み方から北欧風の編み方を
学びながら色々な作品を
作っていきます。

はちのす会木彫教室
はちのす会仙台支部講師　岡崎 良則

■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 16,848円（3か月6回）

木彫を通して心と人生
を豊かにしてみません
か。木彫は、お一人おひと
りの感性が作品として
残ります。

漆工芸　蒔絵と金繕い
蒔絵工房うるしまる 蒔絵師　渡邊 栄一

■ 第2・4月曜 13：00～15：00（初講日4/8）
■ 第2・4月曜 15：30～17：30（初講日4/8）
■ 各 16,200円（3か月6回）

蒔絵は漆で描いた文
様の上に金銀粉を蒔
き、磨き上げて表現す
る繊細華麗な漆芸技
法です。金繕いの技術も習得できます。（漆
のアレルギーのある方はご注意ください）

水引工芸
東京水引芸術学院正教授 　佐藤 照子

■ 第1・3金曜 13：00～15：00（初講日4/5）
■ 16,200円（3か月6回）

140 0年の伝統 工芸
「水引」を作ってみませ
んか。細く、色とりどり
の水引の糸を使って、
結びの楽しさを感じな
がら、手のぬくもりが伝わる作品を作って
いきます。

七宝
七宝焼講師　南舘 真貴子

■ 第1・3日曜 10：00～12：00（初講日4/7）
■ 18,532円 教材費3,240円（3か月6回）

七宝焼独特の色々な
技 法を使って、アク
セサリーなどの小物
から工芸品までオリ
ジナル作品を作って
みましょう。

日曜陶芸
自遊窯 塩内焼　古山 少吉郎

■ 第1・3日曜 10：00～12：00（初講日4/7）
■ 16,200円（3か月6回）

陶芸の楽しさ、土のおもし
ろさを感じながら失敗を恐
れる事 なく作 陶してみま
しょう。自分で考え工夫し
ながら斬新な作品にトライ
してみましょう。

真多呂木目込み人形をつくる
上賀茂流真多呂人形学院東北支部長、
雅会常務理事　大沼 真秀美

■ 第2・4月曜 10：00～12：00（初講日4/8）
■ 16,200円（3か月6回）

江戸時代、京都の上
賀 茂 神 社で 生まれ
た 加 茂 人 形 の正 統
技 術を 真 多呂 人 形
独 自 の 手 法 で 創 作
する講座です。

つるを編む
真木雅子ラタンアートスクールインストラクター　菅 常子

■ 第1・3月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 12,960円（3か月5回）

籐、あけび、クルミの皮、
山ブドウの皮等で、編
み、組み、巻いて、生活で
楽しむかご等を作りま
す。初心者の方にも丁寧
に指導いたします。

サロン・ド・デコパージュ
サロン・ド・デコパージュ講師　庄子 三千枝
　　　　　　　　　　　　　　安曇 由香利

■ 初級・中級・上級・師範科 
　 第1・3金曜 10：00～12：00（初講日4/5）
■ 研究科 第3金曜 10：00～12：00（初講日4/19）
■ 初級15,552円 中級17,236円 上級・師範科18,597円
　 （各3か月6回） 研究科9,298円（3か月3回）

古くからフランスの貴族に愛されたデコ
パージュ。その技法と卵を組み合わせた華
麗で可憐な作品づくりを楽しみましょう。

カルトナージュ
～暮らしの中のフレンチ小物～
ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 第2水曜 10：00～12：00（初講日4/10）
■ 18,921円（6か月6回）

カルトナージュは厚 紙を
ベースに布や紙を貼り、箱
やステーショナリー等を作
るフランスの伝統工芸で
す。美しいフレンチ小物で
生活を彩りましょう。

レザークラフト
日本レザークラフト協会講師　岩佐 昱子

■ 第2・4木曜 13：00～15：00（初講日4/11）
■ 15,552円（3か月6回）

皮革の持ち味をいかしたさ
まざまな技法を駆使して、
アクセサリーからインテリ
アまで楽しみながら創作し
ます 。希 望 の方は日 本レ
ザークラフト協会認定資格
も取得できます。

ステンドグラス
ステンドグラス作家 ステンドグラス工房べるふぁむ　五十嵐 沙予

■ 第3日曜 13：00～15：45（初講日4/21）
■ 20,217円（6か月6回）

ガラスが光を通すと、とて
もきれいな世界を描くステ
ンドグラス作品。新規の方
はまずは小物入れを作りま
す。失敗もあるけれど、楽し
みながら完成させて喜びを
味わいましょう。

楽しく作るステンドグラス
ステンドグラス作家　五十嵐 克之

■ 第2・4木曜 15：15～17：15（初講日4/11）
■ 17,560円（3か月6回）

ステンドグラスは空間に癒
やしを与え、太陽の動きや
季節による変化を楽しめる
作品です。作品展で受賞経
験を持つ講師が、小物から
パネル作りまで、ていねい
に指導します。

フラワーデザイン
日本フラワーデザイナー協会本部講師・
審査員　佐藤 洋子

■ 本科 毎週水曜 10：00～11：30（初講日4/3）
■ 26,956円（3か月12回）
■ 専攻科 第3水曜 10：00～11：30（初講日4/17）
■ 8,100円（3か月3回）

幅 広 いデ ザイン を 楽しみ
ながら、趣味で学ぶ方から
スペシャリストを目指す方まで
個性を大切に指導します。

茶花
大日本茶道学会 本部教場長 　田中 仙融

■ 基礎科 第2水曜 12：30～14：00（初講日4/10）
■ 20,217円 花材費7,128円（6か月6回）
■ 本科 第2水曜 14：15～15：45（初講日4/10）
■ 22,291円 花材費9,720円（6か月6回）

茶花とは茶席に飾る花。
季 節の 花を心をこめて
いけることで、洗練された
美の世界が広がります。

椅子席で楽しむ茶の湯入門
裏千家準教授　佐藤 宗以

■ 第1・3水曜 13：00～18：00（初講日4/3）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

お茶が全く初めての方
でも大丈夫です。基礎
から野点の茶会などで
役立つお点前を椅子
席で学びましょう！
季節の茶花や和菓子も楽しみます。

茶道　表千家
表千家宮城県教授者会員　髙野 宗絢

■ 第1・3火曜 13：00～16：00（初講日4/2）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

科学万能とされている今
こそ、伝統ある総合芸術

「茶の心」に触れてみま
しょう。講師の推薦で許状
もいただけます。

香道
御家流尭仙会師範　深沢 五百子

■ 第1・3月曜 13：30～15：30（初講日4/1）
■ 第1・3月曜 18：00～20：00（初講日4/1）
■ 各 12,960円（3か月5回） 香木料 8,100円

香のたき方、きき方、香木
の知識などを勉強してい
きます。静かに香をきくひ
とときは、私たちを無限の
世界に誘ってくれることで
しょう。

マナコフローラルデザイン
マナコフラワーアカデミー教授　久田 久美子

■ 第2・4日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ 12,830円（3か月6回）

葉の自由な操作で奏でる
創作モダンデザイン フ
レッシュフラワー、立花調
フレッシュ、プリザーブド
フラワーまで幅広いレッ
スンをします。

広山流いけばな 野の花をいける
広山流家元　岡田 広山[監修]
広山流師範　遊佐 広園

■ 第2・4水曜 10：30～12：00（初講日4/10）
■ 15,552円 花材費7,776円（3か月6回）

野山の花のもつ素朴な
美しさを大切にし、「自
然にいける」ことを特徴
としています。一枝・一
花・一葉に心を配り、植物本来の風情を活
かしましょう。

いけばな池坊
池坊華道会常任委員 　雪江 柳華

■ 毎週火曜 17：00～20：00（初講日4/2）
■ 本科 21,027円 花材費9,504円（3か月11回）
■ 研究科 23,641円 花材費11,880円（3か月11回）
■ 専門科 26,254円 花材費11,880円（3か月11回）

四季折々のかわいい花、美し
い花を生けてみませんか。自
由花・生花・立花と色々な形
で楽しく学んでいます。希望
により資格取得もできます。

小原流いけばな
小原流名誉幹部　保原 光霞

■ 指定水曜 15：30～20：00（初講日4/10）
■ 本科 18,759円 花材費7,776円（3か月9回）
■ 研究科 20,217円 花材費8,748円（3か月9回）
■ 教授料 23,328円 花材費9,720円（3か月9回）

暮らしの中に安らぎを与
えてくれる、そんな花を
いけてみましょう。希望
により資格取得もでき
ます。

花のアトリエ草月流
草月会宮城県支部県委員、
日本いけばな芸術協会参与　丹野 霞園

■ 第1・3木曜 18：00～20：30（初講日4/4）
■ カリキュラム 12,895円 花材費5,832円（3か月6回）
■ マスター 14,320円 花材費5,832円（3か月6回）

草月流の基本を学びなが
ら、色々な空間に合う個性
的ないけばなを表現してい
きます。充実した勉強によ
り指導資格が得られます。

民謡舞踊
日本民踊・新舞踊協会特任教授　横田 京子

■ 毎週木曜 13：00～15：00（初講日4/4）
■ 30,326円（3か月12回）

民謡の素朴さが人間
の輪を広げます。歌謡
曲にあわせて踊る新
舞踊なども指導しま
す。普段 着の気 軽な
服装でお出かけくだ
さい。

日本舞踊　花柳流
花柳流教授　花柳 雅好

■ 毎週月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 27,799円（3か月11回）

花柳流直伝の日本舞
踊を、技量や希望に応
じて指導します。初歩
は 初 代 花 柳 寿 輔 が
作った基本曲「菊づく
し」によって基本動作を仕上げ、小曲に進
みます。

日本舞踊　藤間流
日本舞踊藤間流師範　藤間 いく子

■ 毎週土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 27,799円 こども 23,641円（3か月11回）

日本の伝統美「日本
舞踊」で、自分を磨き
ませんか。お子様から
年配の方まで作品を
通じ所作指導もしま
すのでお作法も身につき、着物も着られる
様になります。

謡曲・仕舞
重要無形文化財総合指定・能楽師　松山 隆雄

■ 謡曲 第4火曜 15：00～16：00（初講日4/23）
■ 仕舞 第4火曜 16：15～17：15（初講日4/23）
■ 各 15,163円（3か月3回）

重要無形文化財総合指定
を受けた講師が、謡曲・仕舞

（能のなかの舞いどころ）
を、基礎からわかりやすく
系統的に指導します。初心
者歓迎です。

詩吟
皆伝師範　兼平 國映

■ 第2・4火曜 10：30～12：30（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

詩吟を始めてみませんか。
詩文（漢詩、新体詩、和歌）に
こめられた心を、吟声に表
現するもので日本の伝統芸
能です。お腹の底から声を
出し、楽しみながら健康な
体を作ります。

箏曲　生田流・三弦
生田流国風音楽奨励会正師範　鶴巻 春雲

■ 第1・2・3月曜 15：30～17：30（初講日4/1）
■ 22,453円（3か月9回）
■ 第1・3月曜 15：30～17：30（初講日4/1）
■ 第1・3月曜 18：00～20：00（初講日4/1）
■ 各 14,968円（3か月6回）

伝統ある日本の楽器、三味線
に親しんでみませんか。しっと
りとした古典曲からリズミカル
な現代曲まで幅広く学べます。

長唄三味線
長唄文化譜杵家派師範　杵家 弥登鈴

■ 第1・3水曜 13：00～15：00（初講日4/3）
■ 15,552円（3か月6回）

初めての方にもバチ
の持ち方、三味線の
かまえ方などの基本
を 大 切 に 指 導しま
す。わかりやすい当
派の「文化譜」を使っ
てのお稽古です。

たのしい篠笛
さとう くみこ

■ 第2・4日曜 13：30～15：30（初講日4/14）
■ 12,960円（3か月5回）

あなたの息づかいがその
まま音になります。竹の響
きを楽しみながら、心も体
もリフレッシュしましょう。
初心者大歓迎です。

尺八聴雪塾
～気軽に始めよう、サムライの時代の音楽～
郡川記念サムライ尺八会 幹事　高橋 聴雪

■ 第2・4水曜 18：30～20：00（初講日4/10）
■ 15,552円（3か月6回）

音の出し方や音階の基礎を
課題曲などを通じて実習し
た後、「津軽錦風流 調（しら
べ）」「宮城鈴慕」など東北に
伝わる珠玉の名曲をじっく
りとお稽古します。

心に響く篠笛 山口流 中級
山口流家元　山口 千壽

■ 第2・4火曜 18：30～20：30（初講日4/9）
■ 16,524円（3か月6回）

日本古来の楽器である篠笛
の新しい流派「山口流」は、古
典だけではなく「荒城の月」
や「娘道成寺」など、さまざま
なジャンルの曲を演奏する
のが特徴です。そのやわらか
な音色に触れてみませんか。

心に響く篠笛 山口流 初級
山口流教授名取　山口 千幸

■ 第1・3土曜 13：00～14：30（初講日4/6）
■ 15,552円（3か月6回）

とても簡単な作り
の篠笛ですが、その
音色は心地よく、疲
れた心を癒やしてく
れます。初心者の方
を中心に楽しく篠笛を学びます。

三線（さんしん）で島唄をうたう
仙台三線愛好会みやらび会主宰　加屋本 正一

■ 初心者クラス 第2・4土曜 13：00～15：00（初講日4/13）
■ 経験者クラス 第2・4土曜 15：30～17：30（初講日4/13）
■ 各 12,960円（3か月5回）

講師は波照間島の出身。沖
縄音楽の素晴らしさを伝え
るため、定禅寺ジャズ・フェ
ステイバルへも出演してい
ます。経験豊富な講師のも
とで、三線を学びましょう。

大正琴（水、土）
琴生流師範　平塚 雅雄

■ 毎週水曜 15：15～17：15（初講日4/3）
■ 29,937円（3か月12回）
■ 第1・3土曜 10：00～12：00（初講日4/6）
■ 14,968円（3か月6回）

大正琴は誰にでも手軽に
楽しめる楽器です。童謡、
歌謡曲、ポピュラーなど、
幅広いジャンルの曲が演
奏でき、アンサンブルで高度な表現も楽しめます。

文化筝
文化筝音楽振興会認定講師　山田 一邦

■ 第2・4金曜 15：30～17：30（初講日4/12）
■ 15,552円（3か月6回）

86センチのかわいい
お筝を弾きます。ど
なたでも簡単に「さく
ら」、「荒城の月」など
を、数字譜で弾ける
ようになります。

民謡
民謡若葉会会主　安藤 とし子

■ 毎週水曜 10：00～11：30（初講日4/3）
■ 29,937円（3か月12回）

民謡を尺 八と三味
線の伴奏で唄ってみ
ませんか。初心者の
方の基 本 指 導から
民謡コンクールや大
会出場を目指す方の練習まで、伴奏つきで楽
しく学び唄いこなせるようになります。

津軽三味線
津軽三味線数又会会主　数又 利夫
助手　庄子 功

■ 第1・2・3木曜 13：00～14：30（初講日4/4）
■ 23,328円（3か月9回）

豪快、かつ繊細なバチ
さばき、リズミカルなメ
ロディー。津軽三味線
にふれてみませんか。
初心者大歓迎です。

筝曲　生田流
生田流国風音楽奨励会正師範　須藤 操鈴

■ 毎週水曜 18：00～20：00（初講日4/3）
■ 29,937円（3か月12回）

音色がホッと心を和
ませるお筝を弾いて
みませんか。初心者
の方にも基礎から丁
寧に指導します。

謡曲　観世流
仙台市能楽振興協会副会長 　山下 三千夫

■ 毎週木曜 10：00～12：00（初講日4/4）
■ 29,937円（3か月12回）

謡曲（古典芸能「能」のセリ
フ、独唱、合唱部分）を謡っ
てみませんか。基本を大切
に、初めての方にも丁寧に
指導します。腹式呼吸で健
康保持にも役立ててみま
せんか。

謡曲　宝生流
宝生流教授嘱託　藤掛 和男

■ 第2・4土曜 10：00～12：00（初講日4/13）
■ 12,474円（3か月5回）

高砂・鶴亀など、謡曲を
覚えてみませんか。初め
ての方には発声から節の
扱い方まで、丁寧に指導
します。

日曜茶の湯裏千家
～基礎からお茶室巡りまで～
裏千家淡交会助教授　高橋 宗孝
裏千家淡交会助教授　田邊 宗裕

■ 第1・3日曜 10：00～13：30（初講日4/14）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

教室で「おもてなし」の心を
学び、3か月ごとに仙台の茶
室を体験します。しなやかな
振る舞いとわびさびを学び、
内側から美しくなりながら
お茶を楽しみます。

茶道　裏千家
裏千家淡交会正教授・宮城支部参与
　佐々木 宗孝、田邊 宗裕

■ 第1・2・3金曜 13：00～15：00（初講日4/12）
■ 第1・2・3金曜 18：00～20：20（初講日4/12）
■ 各 21,286円（3か月9回） 水屋料 6,804円

茶の点前、作法を学びなが
ら、長い伝統につちかわれ
た茶の湯の心にふれて行き
たいと思います。講師の推
薦で許状もいただけます。

大日本茶道学会
大日本茶道学会正教授 　相澤 仙静

■ 第1・3木曜 18：00～20：20（初講日4/4）
■ 14,191円（3か月6回） 水屋料 4,536円

“茶の道”を通して、日本の
文化・季節を味わいながら
洗練さた所作も身に付け
ていく、そんなひとときを
一緒に楽しみませんか。講
師の推薦で許状もいただ
けます。

礼法
小笠原流礼法 師範　齋藤 菱由

■ 第1・3土曜 13：20～15：20（初講日4/6）
■ 14,191円（3か月6回）

礼儀作法の基本は、
相手を大切に思う
心を 形にすること
です。冠婚葬祭のみ
ならず、日常生活に
生 かすことので き
る礼儀作法の基本を学んでみませんか。

こども まんが・キャラクター教室
てづくり漫画工房　黒崎 研志

■ 第4日曜 10：00～11：30（初講日4/14）
■ こども会員 5,734円（3か月3回）

人や動物、アニメのキャラ
クターを上手に描きたい
という小中学生のための
講座です。夢は漫画家
という方も大歓迎。描き
方の基礎からていねいに
指導します。

キッズチアダンス
Ei Cheer & Dance PlaNets代表　丹野 絵里

■ 4歳～小1 第2・4日曜 10：00～11：00（初講日4/14）
■ 小2～小6 第2・4日曜 11：10～12：10（初講日4/14）
■ こども会員 各 11,826円（3か月5回）

チアダンスの基本となる
アームモーションやダンス
ステップを練習していき
ます。ポンポンを持って
笑顔で元気いっぱいに
踊りましょう。

こどもヒップホップ
AFAAコンサルタント　中野 はるみ

■ 第1・2・3土曜 15：30～17：00（初講日4/6）
■ 17,204円（3か月9回）

音楽にのって体を動かす
楽しさを味わいながら、
リズム感、敏捷性、持久力
などをバランスよくトレー
ニングします。こどもの
感性を豊かにし、個性を
育むレッスンです。

子どものためのクラシックバレエ
～プレバレエ～
村上 洋子

■ 毎週月曜 16：00～17：00（初講日4/1）
■ 21,027円（3か月11回）

バレエの基 礎を学び、
音楽に合わせて踊る楽
しさを学んでいきます。
無理なく正しい姿勢を
身につけることもでき
ます。（4歳～小2対象）

こども囲碁
今、子供たちと碁を！宮城の会講師　菊川 悟

■ 第1・3日曜 13：00～15：00（初講日4/14）
■ こども会員 12,830円（3か月6回）

囲碁は21世紀の知的
ゲームです。ルールと
マナーをまずしっかり
学び、布石や定石など
を分かりやすく指導し
ます。知らず知らずの
うちに力がつきます。

こども将棋
NHK将棋講座観戦記者　森 充弘
七段 (元アマ名人)　加部 康晴

■ 第1・3土曜10：00～11：30（初講日4/6）
■ こども会員 12,830円（3か月6回）

こどもの頃から将棋を
学ぶことで得られる効用
が話題となっています。
あいさつをはじめとする
礼節や、対局の作法など
についても指導します。

日曜こどもアトリエ
黒崎 明子

■ 第1・3日曜 10：30～12：00（初講日4/7）
■ 11,469円（3か月6回）

絵画をはじめ紙粘土、木
工などを、のびのびとし
た発想とこどもの個性
を活かしながら、楽しく
創作しましょう。幼稚園
～中学生が対象です。

60歳からの英会話
カール英会話スクール講師

■ 毎週月曜 15：20～16：30（初講日4/1）
■ 26,017円（3か月11回）

6 0 歳を 過ぎ て、改めて
英会話を学び直したい・・・
そんな方たちのために、
会話を中心にゆっくりと
レッスンをすすめていく
講座です。

月曜英会話(初級)(中級)
カール英会話スクール講師

■ 初級 毎週月曜 9：50～10：50（初講日4/1）
■ 中級 毎週月曜 11：00～12：15（初講日4/1）
■ 初級24,710円 中級26,017円（3か月11回）

英会話を外国人講師の指導
で、自分のレベルにあわせて
習ってみたいという方のため
の講座です。経験豊かな講師
が、楽しく英会話の世界へ
とご案内します。

水曜英会話(初級)
カール英会話スクール講師

■ 毎週水曜 13：00～14：00（初講日4/3）
■ 26,956円（3か月12回）

外国人講師とのレッスンで、
コミュニケーション 力を
アップしましょう。身近な
トピックでのフリートークで
語彙力も伸ばし、英語耳、
英語口を養いましょう。

初級からの英会話
通訳・翻訳家　丹野 由佳子

■ 毎週金曜 15：30～16：30（初講日4/5）
■ 28,382円（3か月12回）

英会話を習ったことがある方を
対象に英語の基礎をしっかりと
勉強しながら、色々な動詞、単語
を覚え、会話が出来るように
練習して行きます。

ゼロからはじめる英会話
通訳・翻訳家　丹野 由佳子

■ 毎週木曜 13：40～14：40（初講日4/4）
■ 29,678円（3か月12回）

簡単な会話でもなんとか話して
みたい。これは英語でどう表現
するのか…などなど全くの初心
者対象の英会話講座です。通訳
として生きた英語に接している
講師が丁寧に指導します。

楽しく学ぶ中国語
顧 晰斐（グ シーフェイ）

■ 第2・4火曜 14：30～15：40 （初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

中国語の基本文型を踏まえ
ながら、さまざまな会話や
表現ができるようになること
を目指します。中国文化に
関する紹介も交え、楽しく
学んでいきます。初めての
方も歓迎です。

はじめてのロシア語
ロシア語講師　アリーセ・ドンネレ

■ 毎週金曜 19：00～20：00（初講日4/5）
■ 28,382円（3か月12回）

ロシア語は、美しい発音と
抑揚があいまって、音楽的な
響きを持つ言語です。ロシア
語を初めて学ぶ方を対象に、
文法や発音などをゆっくりと
ていねいにお教えします。

インドネシア語入門
東北大学大学院博士課程　アンディ・ホリック・ラムダニ

■ 第2・4木曜 19：00～20：00（初講日4/11）
■ 16,848円（3か月6回）

インドネシアは豊富な観光
資源を抱え日本企業の進出
も進むなど身近な国の一つ
です。簡単な日常会話が
できることを目標に学び
ます。

シンプルな英語で伝える日本の歴史と文化
通訳案内士　松本 洋子

■ 第2・4火曜 10：00～12：00（初講日4/9）
■ 18,532円（3か月6回）

日本の歴史や文化を
いかにわかりやすく
英 語 で 伝 える か を
学びます。シンプルな
英文で書かれたテキ
ストを使って進めます。

フランス語 基礎クラス
アリアンス・フランセーズ仙台講師

■ 毎週木曜 9：45～10：45（初講日4/4）
■ 29,678円（3か月12回）

基礎レベルの方対象。簡単な挨拶などの
初歩的な日常表現を通じて、楽しく学び
ます。

フランス語（初級）
カルチェラタン校長　フィリップ・ブラシェ

■ 第2・4火曜 13：00～14：00（初講日4/9）
■ 14,191円（3か月6回）

フランス 人 講 師 による 、
フランス文化、芸術などの
話を交えながらの入門クラス
です。

イタリア語入門・初級
ラファエレ・マンブリーニ

■ 入門 毎週土曜 13：30～15：00（初講日4/6）
■ 初級 毎週土曜 15：30～17：00（初講日4/6）
■ 26,017円（3か月11回）

イタリア語初心者・経験者の
方のためのクラスです。
イタリアの文化に触れながら、
ローマ出身の講師と楽しく
勉強しましょう。

スペイン語（入門）（中級）
東北大学スペイン語ティーチングアシスタント
　ハンス バチェック

■ 入門 毎週木曜 19：30～20：30（初講日4/4）
■ 中級 毎週木曜 18：20～19：20（初講日4/4）
■ 各 28,382円（3か月12回）

入門では、基本文法・会話・
発音など、基礎を習得します。
中 級で は 、会 話 の 機 会を
増やすことで、語彙の数や
表現力を養います。

ハングル（初級Ⅱ）
李 泰憲（イ テホン）、李 恵領（イ へリョン）

■ 毎週水曜 12：20～13：20（初講日4/3）
■ 28,382円（3か月12回）

初級Ⅱレベルのテキストを使
い、読み、書き、文法をしっかり
学びます。日常会話や旅行会
話はもちろん、多様な副教材
を用いて韓国文化や歴史など
についても楽しく学んでいき
ます。

ハングル（総合韓国語）
李 泰憲（イ テホン）、李 恵領（イ へリョン）

■ 毎週水曜 13：30～14：30（初講日4/3）
■ 28,382円（3か月12回）

単語力や文章の理解、会話の
実力をさらに高めたい方にお
勧めです。韓流ドラマ、韓国旅
行などに関心のある方が一緒
に学んでいます。プチ留学感
覚の授 業を一 緒に楽しみま
しょう。

ゼロからはじめる韓国語
李 泰憲（イ テホン）、李 恵領（イ へリョン）

■ 毎週土曜 12：15～13：15（初講日4/6）
■ 27,205円（3か月11回）

初めてハングルを習う人の
ための講座です。文字と発
音や文法を基礎から学びま
す。韓国文化の話も交えて
楽しみながら、自己紹介や
旅行での簡単な会話ができ
ることをめざします。

楽しく学ぶポルトガル語
NHK文化センター講師　大槻・ヴァレリア・ハルエ

■ 毎週火曜 17：00～18：30（初講日4/2）
■ 32,151円（3か月13回）

ブラジル出身の講
師が、ポルトガル語
圏の文化などの話
も交えて楽しくお教
えします。

はじめての中国語・超入門
顧 晰斐（グ シーフェイ）

■ 第2・4火曜 19：00～20：00（初講日4/9）
■ 15,552円（3か月6回）

中国語を初めて学ぶ方の
ために、新しくスタートする
講座です。中国 語独 特の
発音や文法の学習からはじ
めて、かんたんな会話ができ
るようにしましょう。

はじめての韓国語・超入門

■ 毎週水曜 18：30～19：30（初講日4/3）
■ 29,678円（3か月12回）

韓国語を初めて学ぶ
方のために、新しく始
まる講 座 です。まず
は文字と発音や文法
を基 礎 から学び、簡
単な会話ができるようにしましょう。

韓国語スクールDonaBona講師　朴英蘭

講座案内の発行予定
 4 月期講座・・・ 2 月下旬発行
 7 月期講座・・・ 5 月下旬発行
10月期講座・・・ 8 月下旬発行
 1 月期講座・・・11月下旬発行

仙 台市周 辺には、明
治時代から戦前に建
てられた貴重な近代
建築が残されていま
す。それらを訪ね、建
物が生まれた歴史的背景や見どころな
どを分かりやすくお伝えします。

近代建築探訪
近代仙台研究会事務局長　斎藤 広通

■ 第1月曜 10：00～12：00（初講日4/1）
■ 17,496円（6か月6回）

【4/25単発】ブラキムラとまち歩き
仙台段差崖会主宰「せんだいコンセキ発掘塾」塾長　木村 浩二

■ 10：30～15：00
■ 会員 3,780円 一般 4,320円

段差や崖を愛し、街中に眠
る歴史の痕跡発掘に取り組
む講師が、午前中に座講＋
午後まち歩きの講座を実施
します。大手門下から大町、
東一番丁界隈を歩き、歴史
の痕跡を楽しみましょう。

箏曲　山田流
山田流箏曲教授　斎藤 瑞香能

■ 午後クラス 第2・4火曜 15：30～17:00（初講日4/9）
■ 夜クラス 第2・4火曜 18：30～20：00（初講日4/9）
■ 各 14,968円（3か月6回）

お琴は敷居が高そう。そんなイメー
ジはありませんか？お琴でわらべう
たやポピュラー音楽から古典曲まで
様々な曲が演奏できます。お琴の美
しい音色を、一緒に楽しみましょう。

このマークのついている講座は、３月末までの期間に限り、
講座日に受講料1,000円+1回分の教材費等で体験受講ができます。

この機会にNHK文化センターの講座を体験してみませんか！
事前にお電話でご予約をお願いします。
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現地講座

お申込みの手順

検索検索
※24 時間受付中　クレジットカード支払

TEL022-224-4811
NHKカルチャー仙台

※お支払は窓口またはお振り込み（郵便局・コンビニ）
【受付】 月～土／9：30～20：00　日／9：30～15：00
【4月～9月の休業日】 4/27（土）～5/6（月）、8/11（日）～8/16（金）

３月末までは、特別体験受講のチャンスです

TEL022-224-4811

7NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内6 満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）このマークのある講座は、夜に開催する講座です。



番 組では、平成と
いう時代を全力で
駆 け 抜 け た 安 室
奈美恵さんの生き
方 に迫りました 。
ディレクターが取材を通して感じた
こと、伝えたかったメッセージについて
お話しします。

「溶けるように柔らか
くなる」と関西で大絶
賛！欧米のバレエ学校
が採用するこの技術は、身体のコントロー
ルに秘訣あり。バレエ未経験者も受講可。

全身をがんに冒され
ていることを公表
した後 も 、淡 々と
軽やかに生きた樹木
希林さん。そんな
希林さんから長期密着取材の許可
を得て取材したディレクターが感じた

「思い」を語ります。

（土）

3
2／ フィギュアスケートを彩る衣装

～デザイン哲学と製作現場～
衣装デザイナー　伊藤 聡美
仙台教室はおかげ
さまで満席となり
ました が 、青 森・
弘前・庄内教室に
はまだお席があり
ます。

■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円 【大学生以下】1,684円

（土）

3
9／ もっと知りたい

「チコちゃんに叱られる！」

5才の女の子
が問いかける
素朴な疑問、
答えられない
と「ボーっと生
きてんじゃね
えよ！」と叱られます。人気番組の制作
秘話を、番組制作者がお伝えします。

番組プロデューサー　西ヶ谷 力哉

■ 14：10～15：40
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【高校生以下】1,684円

（土）

3
30／ ＮＨＫスペシャル制作者が語る

「マチュピチュ インカ帝国の秘密」

最も美しい世
界遺産と言わ
れる空中都市・
マチュピチュ
を取材した制
作者が、インカ
帝国繁栄の秘密と取材の舞台裏を語り
ます。

NHK番組プロデューサー　大里 智之

■ 15：00～17：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【高校生以下】1,684円

日本の文化にもっとふれてみませんか！

生き方を考える

世界の文化を楽しみましょう

スペシャルな時間をご一緒に

シニアの健康のために

美しく生きるためのノウハウ満載！

（土）

3
23／ 越乃リュウが語る！

宝塚の魅力
元宝塚歌劇団月組組長　越乃 リュウ
宝塚史上最年少で月
組の組長に就任し、多
くの人を魅了し続けた
越乃さんに宝塚の魅
力や 舞 台 裏 の エ ピ
ソ ー ド な ど を 熱く
語っていただきます。

（握手会も予定）
■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,500円　【一般】3,000円

（土）

3
23／ 気分はタカラジェンヌ

越乃リュウのソングレッスン
元宝塚歌劇団月組組長　越乃 リュウ

「すみれの花咲く頃」
をはじめ、宝塚でおな
じみの名曲の数々を、
在団中より、ダンス、
歌、芝居と三拍子そ
ろった男役として活躍
した越乃さんと一緒
に楽しく歌います。
■ 15：30～17：00
■ 【会員】2,500円　【一般】3,000円

（土）

3
23／ 師匠から見た

藤井聡太七段
棋士　杉本 昌隆七段
女流棋士　加藤 結李愛女流2級
藤井聡太七段の師匠・杉本
昌隆七段に、藤井七段の学
び方、師弟関係、エピソード
などについてお話いただき
ます。聞き手は、仙台市在
住の女流棋士、加藤結李愛
女流２級（高校１年）です。
■ 10：00～11：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【高校生以下】1,684円

季節の花々を使って
レイをつくり、新しい
花 の 魅 力 を 発 見
する講座です。
今回は初夏のさわ
やかな風にグリーンのお花がぴったり。
ラフィアを巻いて作るWILIスタイルの
レイです。

（月）

5
13／ 生花のレイメイキング

UMAHANA　大谷 幸生

■ 19：00～21：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円 【教材費】4,320円

（日）

3
31／ 古代エジプト

ヴァーチャル・ツアー
名古屋大学准教授　河江 肖剰
世界遺 産でもある、
古代エジプトの主要
な 3 つ の 遺 跡（ メン
フィス、古代都市テー
ベ、ヌビア遺跡群）を
旅 するような 形で 、
3,000年に及ぶ王朝史
について語ります。
■ 10：30～12：00
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（日）

5
19／ 300種以上のバラが咲き誇る！

福島競馬場 満喫講座
JRA福島競馬場担当者
福島競馬場ローズ
ガーデンで、鮮や
かに咲き誇るバラ
を鑑賞するほか、
ふだん入ることの
で きない 検 量 室
や本馬場を見学。誘導馬とのふれあいや
競馬教室付きの1日満喫講座です。
■ 10：00～16：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,348円

J R A 福 島 競 馬
場 の 特 別 室 を
使 用して、競 馬
ビ ギ ナ ー の 女
性 に 競 馬 の 魅
力 か ら 馬 券 の
購入方法までわかりやすくお伝えし
ます。

（日）

4
21／

（土）

6
8／

（日）

7
7／

（土）

4
20／

女性のための
競馬入門・実践編

中央競馬ピーアールセンター　スタッフ

■ 10：00～16：30 ■ お弁当代1,500円
■ 【会員】972円 【一般】1,296円

（土）

3
9／ 野口美惠のフィギュア解説

「チーム・ブライアンの秘密」
スポーツジャーナリスト　野口 美惠
フィギュアスケートの
コーチと選手、どのよう
な絆で結ばれどのよう
な戦略で戦いに挑んで
いるのでしょうか？数々
の金メダリストを育て上
げたチーム・ブライアン
の秘密に迫ります。
■ 11：00～12：30
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（日）

5
26／ 半澤鶴子の茶事行脚

～「人生に愛されるとは」～
出張茶事専門家　半澤 鶴子
2016年5月に放送
されたETV特集

「女ひとり 70歳
の 茶 事 行 脚」は
大きな反響があり
6 回 アンコール
放送されました。「人生に愛される」と
は？半澤さんにその機微を伺います。
■ 15：30～17：00
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（日）

3
10／ 長久保部長と小海途（神）

の「撮ってもいい？話」
スポーツニッポン新聞社編集局 写真部

長久保 豊、小海途 良幹
数々の名ショットを撮影
し、新聞1面を飾ってきた
お二人を講師にお迎えし、
世界の舞台で活躍する選
手達の臨場感あふれる写
真とともに、貴重なエピ
ソードをご紹介します。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,931円 【一般】4,492円

英語上達の方法をお伝えします

大人の趣味・ライフスタイルの発見！

（土）

4
13／ 超絶技巧！天才絵師・

伊藤若冲のヒミツ
ＮＨＫ番組プロデューサー　小山 靖史
この春、福島県立美術
館で伊藤若冲展が開か
れます。天才絵師と言
われる若冲の秘技のす
ごさや、今なお多くの
人々を魅了してやまな
い独創的な作品の魅力
についてお伝えします。
■ 14：30～16：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

平成最後の年末を
彩る夢の祭典紅白
歌合戦は、盛り上が
りを見せて大好評
でした。放 送では
わからない感動の舞台の陰の奮闘や、
こぼれ話などをお話しします。

（土）

3
30／ 平成最後の紅白歌合戦

感動の舞台裏
ＮＨＫ番組プロデューサー　渋谷 義人

■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

（土）

6
8／ 芳村真理の

一生、美しく。
メディアパーソナリティー　芳村 真理

「大丈夫よ、年齢は!」
83歳にして、若さと美しさ
を保ち続ける芳村さんの
美と心の習慣をお話して
いただきます。
いくつになっても《変わ
れる楽しさ》を存分に
楽しみましょう。

①爪と心がキレイ
に なる「 育 爪セラ
ピー」をやってみま
しょう。
②3つの育爪習慣
で素の爪を「きれい
な形・ピンクが大きい・健康で丈夫」に
育てましょう。

■ 10：00～11：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（日）

6
16／ 英語は朗読でうまくなる2

―英語で挑戦！日本の名作―
元NHKWORLD 英語アナウンサー・バイリンガル朗読家　青谷 優子
元NHK国際放送アナウ
ンサーで英語朗読家の
青谷優子さんが、「朗読」
を通じ「聞き手の心を動
かす英文の読み方」を伝
授します。朗読ははじめ
てという方からご受講
いただけます。
■ 13：00～16：10
■ 【会員】6,739円　【一般】7,862円

（土）

3
30／ 同時通訳者の

英語学習法
Lily’s TranSupport代表　莉々 紀子
同時通訳者・会議通訳
者として第一線で活躍
する講師が、リスニング
力や会話力をつける
ためのトレーニング
法をご紹介します。
英語力を高めたい方
は必見です。
■ 13：30～15：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（土）

6
22／ 大久保信子流！スマートに

見える着物の着こなし
きものスタイリスト　大久保 信子
舞台女優の着 付けも
担当する講師が、着く
ずれしにくく、すっきりと
見える着付けのコツを
お話しします。余分は
省き、多くの人々 が培って
きた 知 恵とセンスで
着物を楽しみます。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（日）

6
16／ 古代ギリシャの科学にせまる

ギリシャ神話研究家　藤村 シシン
2000年以上前、地球の大き
さを正確に測り、宇宙の大き
さに思いを馳せ、自動ドアや
自動販売機、蒸気機関まで発
明した人々がいた。ヘレニズ
ム期の古代ギリシャの科学
に迫り、現代の私たちと考え
方がどう違うかを探ります。
■ 13：30～15：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（金）

4
12／ 知られざるタータンチェック

とスコットランドの魅力
フリーランスライター・編集者　奥田 実紀
タータンは普通のチェッ
クとは違い、歴史と文化
が 詰まった特 殊な柄。

『タータン展』開催にあわ
せ、タータンの知られざる
魅力と、タータンを育んだ
スコットランドの魅力を
お伝えします。
■ 15：30～17：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

（金）

4
12／ 紅茶も国産が一番！

和紅茶の魅力
フリーランスライター・編集者　奥田 実紀
日本でも国産の紅茶が作
られており、その生産者
は年々増えています。和
紅茶の背景を知り、外国
産の紅茶との違いを知り
ましょう。さまざまな品種
の個性的な紅茶のテイス
ティングをご用意します。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円 【教材費】400円

（土）

5
18／ 「“樹木希林”を生きる」

から学んだもの
ＮＨＫ番組ディレクター　木寺 一孝

■ 13：00～15：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

フィギュアスケートやスポーツの魅力をお伝えします

ＮＨＫ番組制作の舞台裏に迫ります 

（水）

6
26／ ①爪と心を癒す「育爪Ⓡセラピー」

②育爪Ⓡ講座 ～美しい爪の育て方～
育爪サロン ラメリック主宰　嶋田 美津惠

■ ①12：30～14：30 ②15：00～17：00
■ 各【会員】3,369円 【一般】3,931円 【教材費】別途

（土）

5
11／ NHKスペシャル

“安室奈美恵最後の告白”
ＮＨＫ番組ディレクター　座間味 圭子

■ 13：30～15：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

オペラ最高傑作
の 一 つ「 ワ ル
キューレ」がMET
ライブビューイ
ングで上映され
ます。長大で難解と言われる作品を解
説し、理解を深めます。希望者には優
待鑑賞券を販売します。

（土）

5
11／ 現役指揮者の解説で

味わう「ワルキューレ」
指揮者　本多 優之

■ 13：00～15：00
■ 【会員】2,926円 【一般】3,488円

（土）

5
25／ ホロスコープ占星術

太陽と月
占星術研究家　鏡 リュウジ
西洋占星術の世界を
ご案内します。星占い
から一歩進んで、星の
世界を味わうホロス
コープ占星術の初歩を
ご紹介。今回はホロス
コープの鍵である太陽
と月に注目します。
■ 10：00～12：00
■ 【会員】4,492円 【一般】5,054円

（土）

5
25／ タロットで探る

心の世界
心理占星術研究家　鏡 リュウジ

■ 13：30～15：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（水）

5
1／ 新しい時代の夜明けを空から

新元号 初日の出フライト
５/１、新元号の初
日の出を空からお
迎えしませんか。全
席窓寄りの貸切フ
ライトをご用意しま
した。ぜひこの機会
に新たな時代の到来をお祝いしましょう！

■ 3：00～8：00　■ 【2人1組】128,000円

タロットには数百
年の歴史があり、
次第に心の世界
を探るツール へ
と変貌しました。
深 層 心 理 学 と
タロットの関わりや、タロットを自分を
見つめるツールにする方法を考えます。

（月）

3
11／

無料講座

東日本大震災の発災
時刻に合わせて、復興
支 援ソング「花は咲
く」を全国のNHK文
化センター教室で同時に合唱します。

みんなで歌い、明日へつなげよう！

復興支援ソング「花は咲く」
声楽家　姉歯 けい子
ピアニスト　菊池 朋子

■ 13：30～15：00
■ 無料ですがお申し込みをお願いします

（日）

2
24／

無料講座（まだ間に合います）

知って得する「相続・遺言」の基本的な法律に関するセミナーです。定年退職された方、相続・遺言について考え始めた方、法律に興味をもっている学生の方など、たくさんのご参加をお待ちしています。

備えあれば憂いなし!?
～相続・遺言セミナー～
弁護士　三瓶 淳（法テラス宮城副所長）

■ 13：00～14：30
■ 無料ですがお申し込みをお願いします

（土）5 25／ （土）・6 29／ （土）・7 27／

佐伯チズの美肌塾
美容家・美肌顔師　佐伯 チズ
自分の肌を知り自分
を好きになるホームケ
ア。クレンジングから
ローションパック、そ
してスペシャルケアま
で美肌になれるすべ
てを佐伯チズさんが
直接指導します。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】13,478円 【一般】15,163円  【教材費】3,240円

3回集中

（土）

6
15／ 自分の持ち場で

一生懸命
陸奥国分寺住職　村山 裕俊
いくつになっても輝い
て生きるために、大切
なことは何でしょう？
和顏施（わがんせ=笑
顔がお布施になる）と
言う言葉を大切に生
きる村山裕俊師にお
話を伺います。
■ 10：30～12：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

（土）

6
29／ やくみつる流

人生の楽しみ方
漫画家　やくみつる
相撲通、クイズ王、昆虫
好き、秘境探検など、
いろいろな分野に精通
し、多彩な趣味をもっ
てアクティブに活躍
するやくさんに、人生を
楽しく生きるこつを
お話いただきます。

■旅行実施・お申込み・お問い合わせ
　㈱日放ツーリスト 観光庁長官登録旅行業665号
　03-3481-7666　担当：酒寄、矢沢
　※詳細はパンフレットをご請求ください■ 13：00～14：30

■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

（日）

4
7／ 元号から

読み解く日本史
京都産業大学 准教授　久禮 旦雄

■ 10：30～12：00
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

元号の歴史、元
号 に 委 ね ら れ
た当時の人々の
思い、現在の元
号 制 定 の プ ロ
セスなど、元号
を巡るさまざまな歴史とエピソード
をお話しいただきます。

世界中を駆け抜けながら、
MLBやフィギュアスケート
など様々なスポーツを撮影
している田口さんに、アス
リートの何が人々を惹きつけ
るのか、記憶に残る写真や
エピソードを踏まえながら
お話しいただきます。

（土）

7
27／ 被写体としての

アスリートの魅力
写真家　 田口 有史

■ 13：00～14：30
■ 【会員】3,931円 【一般】4,492円

（日）

4
7／ 皇位継承

宮中行事の今と昔
京都産業大学 准教授　久禮 旦雄
皇位継承に伴い、宮中で
はどのような行事が行
われるのでしょう？また
長い歴史の中で、どのよ
うな変遷をたどってき
たのでしょうか？皇位継
承に伴う行事を解説し
ていただきます。
■ 13：00～14：30
■ 【会員】2,808円 【一般】3,369円

©Vincent Peters/
Metropolitan Opera

（日）

7
28／ 気鋭のヴァイオリニスト

大江馨の挑戦
ヴァイオリニスト　大江 馨
大江さんは仙台市出身。
数多くの賞を受賞し、さま
ざまな著名指揮者との共演
で活躍しています。ドイツ
に留学して研鑽中の大江
馨さんに、ドイツでの生活
やクラシック音楽の魅力
について伺います。
■ 10：30～12：00
■ 【会員】3,369円 【一般】3,931円

バラの香りの手作り石けん
レイの手作り石けん　清水 玲子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 1,944円

バラのエッセンシャル
オイルとピンククレイ
を使った石けんです。バ
ラに華やかな香りがし
ます。肌や環境に優し
い石けんです

4/14（日） 10：00～12：00

認知症ケア指導管理士試験（初級）
直前模擬試験解答・解説講座

（財）職業技法振興会　資格取得キャリアカレッジ公認講師

■ 会員・一般 10,000円 テキスト代 2,160円

認知症ケア指導管理士は、
認知症ケア等の知識の習
得を目指す資格です。
1万5千人を超える資格所
有者が活躍しています。

6/30（日） 10：00～16：00

切らずに造って着付けに2分・造り帯教室
～お手持ちの袋帯か名古屋帯～

さくら着物工房公認講師　齋藤 久子

■ 会員6,800円 一般7,360円 教材費900円

「着物をもっと気軽に着たい！」
そんな願いを叶えます。お手持ち
の帯を切らずに造ることができ
ます。装着は２分ででき簡単。
留めた糸を取れば元の帯に戻ります。付け方の練習も
ナゾナゾ？皆さん「アッ」と驚く歓声をあげられます！

6/9（日） 10：30～15：30

ラフィアの帽子を作る
帽子作家　山田 瑠璃

■ 会員 6,650円 一般 7,150円 教材費 7,560円

ヨーロッパの伝統的
な製作方で、木型を使
用してラフィアの帽子
を作ります。採寸をし
ますのでぴったりでオ
リジナルの帽子がで
きます。

6/19（水） 13：00～17：00

　麺つゆ作り教室
だしソムリエ認定講師/蕎麦つゆマスター　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 800円

麺つゆの作り方（かえ
し、だし取り）を学びま
す。麺つゆだけでなく、
煮物や様々な料理に活
用できます。つけ汁、か
け汁、他料理１～２品の
デモ＆試食付きです。

6/10（月） 13：00～15：00
　美味しく薬膳①春のデトックス編

国際中医師/国際薬膳師　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 500円

中医学の観点からの
養 生 法を学び ます。
舌診で体質チェック、
薬膳、ツボについての
講義と薬膳茶＆スイー
ツの試食付きです。

4/19（金） 13：00～14：30
　美味しく薬膳②梅雨のむくみ編

国際中医師/国際薬膳師　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 500円

冷えやむくみでお悩
み の 方 、中 医 学 の
観点から食事やツボ
など養生法を学び
ます。薬膳茶&スイー
ツの試食付きです。

5/17（金） 13：00～14：30
　韓国風のり巻き・キンパ！
語学スクールDonaBona代表　李 恵領

■ 会員 3,024円 一般 3,456円 教材費 1,200円

韓 国 風 の り 巻 き
「 キンパ 」（ キムは
「のり」、パプは「ご飯」
の 意 ）は見 た目も
鮮やか、韓 国で は
人気の家庭料理です。多種類の具材と、
ごま油で作る本場の味をお楽しみ下さい。

6/21（金） 11：30～13：30

日差しに春を感じ
たらス カーフの 出
番！初めての方にも
簡単に出来る、この
春お勧めの結び方
をご紹介します。

春のスカーフレッスン
スカーフアレンジメント振興協会認定講師　竹本 恵子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円

4/13（土） 13：00～14：30
色彩心理１日体験講座
ファッションカラーコーディネーター　三塚 由美子

■ 会員 2,850円 一般 3,350円 教材費108円

選んだ色でその日の気分が
わかる？
色が持つ意味と効果を学
び、楽しくてちょっと恐い、
色彩心理の世界を覗いてみ
ませんか？

5/25（土） 10：00～12：00
見つけよう！マイカラー

JPCAパーソナルカラーアナリスト®　野口 典子

■ 各回 会員 3,153円 一般 3,715円 教材費 220円

お一人ずつ、お似合いの色「マ
イカラー」を診断します。分析
後には、お似合いのリップカ
ラーやチークカラーもご提案
します。マイカラーを知って、
おしゃれに役立てましょう！

A 4/17（水） 13：00～15：00
B 4/17（水） 15：30～17：30

椿オイルとスイートアーモンドオイルの
石けん作り

レイの手作り石けん　清水 玲子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 864円

人 気 の 椿 オ イ ル と
スイートアーモンド
オ イ ル を ５ ％ ず つ
配合した石けんです。
肌や環境に優しい石
けんです。

6/3（月） 10：00～12：00

ジュエリーエンブロイダリー
くるみボタンブローチ～スプリングブーケ～

コスチュームジュエリー教室 Rosy Drops主宰　鈴木 博子

■ 会員 2,500円 一般 3,000円 教材費 1,944円

６色の布地からお好
みの色を選び、色と
りどりのブーケを刺
繍して春色のブロー
チを作りましょう。

4/14（日） 10：00～12：00

コスチュームジュエリーメイキング
鎖編みのネックレス～トゥインクル～

コスチュームジュエリー教室 Rosy Drops主宰　鈴木 博子

■ 会員 2,500円 一般 3,000円 教材費 2,808円

ビ ー ズ を 入 れ た 鎖
編みで、優しい色合
い の 透 明 感 の あ る
ネ ッ ク レ ス を 作 り
ましょう。

4/8（月） 10：00～12：00

ニードル刺繍ミシンを使って
通園・通学バッグを作ろう

アトリエAKIKO　武田 彰子

■ 各回 会員・一般 5,000円 教材費 各750円

ニードル刺繍ミシンを
使って、2タイプの通園・
通学バッグを作ります。
仕上げまで指導します。
会場：アトリエAKIKO

3/22（金）、23（土）24（日）、25（月） 10：00～16：30

ニードル刺繍ミシンで
ジャンパースカートやベストを作ろう

アトリエAKIKO　武田 彰子

■ 各回 会員・一般 12,000円 教材費込み

ベストやジャンパースカート
を 作って 、ニードル 刺 繍
ミシンでお好きな刺繍を
してみませんか。ファスナー
の付け方もご指導します。
会場：アトリエAKIKO

3/22（金）、23（土）24（日）、25（月） 10：00～16：30

紅茶の基本のレッスン
～美味しい紅茶の淹れ方～

仙台紅茶教室Lily's tea主宰　柴田 リリ

■ 会員 3,369円 一般 3,715円 教材費 1,000円

紅茶の産地や保管方
法、自宅で気軽に楽
しめる美味しい紅茶
の淹れ方などをお伝
えします。

6/8（土） 10：30～12：30

～人気のインテリアフラワー～
ハーバリウム資格取得講座

ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 各回 会員 3,300円 一般 3,800円 教材費 14,000円

人気のハーバリウム講師
資格を1日で取得できる
講座です。3作品の製作と、
専門知識を学び３時間の
受講でスペシャリストに。

A 4/6（土） 13：00～16：00
B 5/29（水） 13：00～16：00

東京心理教育研究所　千葉 伸子

■ 会員 3,466円 一般 3,800円

短時間に効率よく緊張を
緩和し、不安やストレスを
取り除いていく訓練法です。
集中力を高め、能力の向上
にもつながる心理・生理学
的な方法を身につけましょう。

4/13（土） 10：00～12：00
心身の健康のために 自律訓練法

厚紙を組み立て、インポート
生地などを貼ってトレイを
作ります。お好みのリボンや
ブレードなど選んで装飾い
ただけます。カット済のキット製作なので、初め
ての方でも楽しくお作りいただけます。

カルトナージュ
～素敵な生地で作るミニトレイ～

ラ・ベルヴィ主宰　横田 陽子

■ 会員 3,000円 一般 3,500円 教材費 540円

3/13（水） 10：00～12：00

城郭発掘のエキスパートである
講師が、仙台城や金沢城、熊本
城などの石垣の構造をメイン
に、それぞれの城郭の歴史や特
色を、絵図や現況、発掘調査の成
果を交えて楽しく解説します。

城を解剖する！
～城郭考古学のススメ～

仙台市富沢遺跡保存館/地底の森ミュージアム館長　金森 安孝

■ 会員1,000円 一般1,000円

6/8（土） 13：00～15：00

オーブ ン不 要 。ト ース
ターやフライパンで焼く、
今大人気のおうちパンの
作り方をお伝えします。
シンプルな材料なので、
ご家庭で簡単に焼けて、毎日のお食事
パンや、子供のおやつにもぴったり。

おうちパン講座～あんぱん～
アトリエシエル主宰　香川 桂子

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 1,500円

5/12（日） 10：00～12：00

四季を彩るヴェネツィアンビーズの魅力

■ 会員 2,500円 一般 3,000円 教材費 3,240円

イタリア・ムラノ島 で
ガラス作りの伝統を受け
継ぐ７つの工房から直輸入
するヴェネツィアンビーズ
を使って、技法や創作力
を学び、ビーズの歴史や種類などの知識や
文化もお伝えします。

6/1（土） 13：00～15：30
ヴェローナ 仙台アトリエ講師　鈴木 理恵

プロが教える東洋医学でセルフケア
～目の疲れ（眼精疲労）を改善！～

はり処 愈鍼（ゆしん）院長　小泉 直照

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 600円

長時間のパソコン作業や、年齢な
どからくる辛い目の疲れ。自分で
解消できるようにしませんか？東
洋医学のプロがNHK「あさイチ」
や「ためしてガッテン」でも紹介
されたセルフケアを教えます！

6/22（土） 13：00～14：30

さとみの漬物講座～春編～
さとみの漬物講座企業組合　新関 さとみ

■ 会員 2,246円 一般 2,808円 教材費 1,404円

NHK「ひるはぴ」でおなじみ
の新関さとみ先生と「きゅう
りのパリパリ漬け」を漬けて
みませんか。浅漬けよりも日
持ちがして、古漬けよりも手
軽に出来ます。最後に季節の
お漬物の試食会があります。

4/23（火） 10：00～12：00

仙骨を立て歪みのない姿勢へ
～食とヨーガでプチデトックス～

ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 各回 会員・一般 2,500円

体の中心を支える仙骨が正しい位
置にあれば歪みのない姿勢が保て
ます。しかし、多くの人が仙骨が前
傾しています。仙骨を立て、正しい姿
勢をと呼吸法を身につけましょう。

Ａ 5/25（土） 15：20～17：20
Ｂ 6/22（土） 15：20～17：20

論語を楽しむ
～長編小説としての魅力～

弘前大学教授　山田 史生

■ 会員 2,365円 一般 2,926円

論語は断片的な言葉の集まり
のように見えますが、よく読む
と長編小説のような趣を持っ
ています。当時の時代背景も
考えながら、「長編小説」とし
ての論語を味わってみます。

3/30（土） 13：00～14：30

バラのある暮らし
～初夏から秋のお手入れ～

ローズアドバイザー　久保田 慎一

■ 会員 2,926円 一般 3.369円

まもなくバラの季節です。花が
らの切り方、肥料のあげ方、消
毒薬の使い方、夏剪定のし方
などを、具体的にお話ししま
す。バラ苗の買い方・育て方に
ついても、アドバイスします。

4/20（土） 15：00～16：30

災害と考古学
デンマークシンポジウム参加記

仙台市教育委員会文化財課専門員　斎野 裕彦

■ 各回 会員500円 一般500円

世界では災害と考古学の研究がどの
ように行われているのでしょうか？特
に過去の津波研究は、どこまで進ん
でいるのでしょうか？専門家である
講師が最新の状況をお伝えします。

夜クラス 3/8（金） 18：30～20：00
昼クラス 3/16（土） 13：00～14：30

1日ワイン講座
～入門編・赤ワイン～

シニアソムリエ　松本 章

■ 会員 2,365円 一般 2,926円 教材費 4,000円

シニアソムリエの講師が、品種
の特徴、マナー、テイスティング
と表現の仕方など、これからワ
インを楽しむ人のために基本
をお教えします。今回は赤ワイ
ンの品種による違いです。

3/3（日） 10：30～12：00

A 2/28（木） 10：30～12：00
B 3/31（日） 15：00～16：30

自分でできる腸もみ健康法Ａ・Ｂ

腸セラピスト　吉川 祥子

■ 各回 会員 2,926円 一般 3,369円

ただ腸をもむことで、ポッコリ
お腹がスッキリ、健康にも良い
という「腸もみ」が話題です。便
秘解消、免疫力向上、美肌効果
などが期待できる腸もみと腸
のあれこれをお伝えします。

これからお出かけが楽
しくなる季節。でも足の
トラブルがあると楽し
さも半減ですね。外反母
趾の予防と改善を中心
に、足トラブルの解決法をお伝えします。

外反母趾の予防と改善
仙台巻き爪矯正院・足靴アドバイザー　寺建 文博

■ 会員 2,926円 一般 3,488円

3/31（日） 10：30～12：00A 2/28（木） 14：30～16：00
B 3/31（日） 13：00～14：30

官足法～足もみ健康法～Ａ・Ｂ

KMR式官足法指導員　吉川 祥子

■ 各回 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 900円

足裏にある臓器の反射区を
専用の棒を使って揉みほぐす
ことで、老廃物が流れ全身の
機能が元気になります。体調
不良にお悩みの方、足を揉ん
で健康を取り戻しましょう。

心を整える塗り絵『観音経』
釈尾会仏画教室講師　細谷 智晴

■ 会員 2,980円 一般 3,315円 教材費 800円

「延命十句観音経」を鉛筆
で写経して、観音さまの塗
り絵をしてみませんか。いつ
の間にか、心が静まってい
ることに気がつきます。

3/16（土） 13：00～14：30

教会で聖歌を
仙台基督教会聖歌隊指導者　竹石 由美子

■ 会員 2,980円 一般 3,412円

教会の神聖な雰囲気
とオルガンの 美しい
音 色 の 中 で 、聖 歌 を
歌ってみませんか。聖
歌やキリスト教 文化
の解説なども交えて、いつもと違う一日
をお過ごし下さい。

4/12（金） 13：30～15：00

春先の鉢植え管理
園芸家　大里 正樹

■ 会員 2,592円 一般 3,153円

アジサイ、ツバキ、サザン
カなどを鉢植えで育てる
ときに、春先に行いたい作
業と年間の管理法につい
て、経験豊富な園芸家がわ
かりやすくお伝えします。

3/30（土） 10：30～12：00

なかなか聞けない「お墓」の話
(株)清月記 一級葬祭ディレクター　吉田 健二

■ 会員 2,592円 一般 2,926円

お墓を作る費用はどのくら
い？遠方にあるお墓を移す
にはどうすればいい？お墓を
作らないことはできる？なか
なか聞くことの出来ない、現
代のお墓事情を解説します。

3/23（土） 10：30～12：00
　おから味噌作り
おから再活プロデューサー　大坪 律子

■ 会員 2,926円 一般 3,369円 教材費 1,500円

火を使わずに混ぜるだけ
の お から 味 噌 を1k g 作
り、ご家庭で発酵させて
いただきます。おから味
噌を使った料理3品もご
試食いただけます。

3/15（金） 13：00～15：00

「タッカンマリ」は鶏一
羽を丸ごと煮 込 んだ、
ダイナミックな韓国の
鍋料理です。美 肌のも
とコラーゲンやビタミン
が豊富で女性にも大人気。〆はカルググス

（韓国式うどん）です。

　韓国の鍋料理タッカンマリ

■ 会員 3,024円 一般 3,456円 教材費 1,000円

3/8（金） 11：30～13：30
語学スクールDonaBona代表　李 恵領

　健康素材・麹の活用法
石巻・島津麹店　佐藤 光宏、佐藤 憲光

■ 会員 2,926円 一般 3,261円 教材費 600円

いま麹が健康食品として
注目されています。震災被
害を乗り越えて、新たな麹
製品作りに取り組む伝統
の麹店オーナーに、おいしく
て健康にもいいレシピを
紹介していただきます。

4/9（火） 13：00～15：00

美と健康作りは「見た目
美ライン」が大事です。
足先・足指・足裏は体の
土台となる筋 肉です。
１ミリ単位で足の動きを
矯正していきます。

全ての動きは
はじめの一歩から！

日本女子体育短大舞踊学科卒　吉川 知慧

■ 会員 1,620円 一般 1,920円

3/23（土） 13：00～14：00

プチ速読
お手軽・簡単・挫折なし！100％体感～

能力開発メンタルトレーナー　池江 俊博

■ 各回 会員 4,500円 一般 5,000円 教材費 50円

飛ばし読みや斜め読みでは
ない、内容の理解と記憶そ
のままなのに目からウロコ
の体感１００％と評判の速
読法です。

A　3/22（金） 10：00～12：00
B　4/7（日） 14：30～16：30

加藤俊朗の呼吸法レッスン
国際フェルデンクライス連盟認定公認講師かとうメソッド
代表、厚生労働省認定ヘルスケア・トレーナー　加藤 俊朗

■ 13：00～15：00
■ 【会員】3,715円 【一般】4,276円

詩人・谷川俊太郎さん
との共著『呼吸の本』で
注目されている加藤俊
朗さんに、講義と実技
をまじえて呼吸法を教
えていただきます。

世界一伸びる 柔軟講座
PTI認定プロフェッショナルフィジカル
トレーナー　中野ジェームズ修一

■ 13：00～14：30
■ 【会員】5,616円 【一般】6,177円

ＮＨＫ「趣味どきっ！」に
出演、一流アスリートから
絶大な支持を得る講師
が、「柔軟」を楽しく徹底
解説＆実践指導します。

誰でも簡単！開脚～フロアバレエという魔法
元東京バレエ団
佐々木 達也

■ 14：30～15：30　左右開脚編
■ 15：45～16：45　前後開脚編
■ 各【会員】3,034円 【一般】3,369円

入会金のご案内
特別講座や1日講座を

複数回受講される方は、
入会された方がお得です。
満70歳以上の方は
入会金無料

一般4,000円＋消費税
学生1,500円＋消費税

　和食作法と贈答品や熨斗のマナー

■ 会員 5,400円 一般 5,940円 教材費 4,000円

日本が世界に誇る『和食』
文化、その作法を美味しい
会席料理を愉しみながら
学びます。又『今更人に聞
けない贈答品や熨斗の作
法』についても同時に学ぶ
二部構成です。

7/27（土） 11：10～14：30
マナー・プロトコール検定一級 日本酒学講師　川島 ゆう子

～日本仏教の原点～
都市鎌倉と仏教

山形大学人文学部教授　松尾 剛次

■ 会員 2,473円 一般 3,034円

観光地としても知られる鎌倉です
が、都市構造と新旧の仏教界の関係
が大きく関わっています。日本仏教
の原点ともいわれる鎌倉時代の仏教
の謎に迫ります。仏教の素朴な疑問
も交えて、楽しみながら語ります。

5/11（土） 10：30～12：00

～アロマの香りに包まれて～
ロールオンタイプのコロコロン作り

アロマトリートメントサロン E-sprit代表　菊池 馨

■ 会員 2,386円 一般 2,948円 教材費1,000円

ケモタイプ精油で自分
好みの香りをセレクト!
持ち運びもできる、ロール
オンタイプのアロマで
香りに癒されてみません
か。

4/19（金） 19：00～20：30

©育爪サロン ラメリック

©Shigeto_Imura

ヨーガと薬膳 冬から春へ
～食とヨーガでプチデトックス～

ヨーガなちゅらる代表　佐藤 由美

■ 各回 会員・一般 2,500円

季節は陰から陽へ―。春の薬
膳と背骨・骨盤・股関節の動き
をスムーズにするヨーガで、
冬の間に溜め込んだ老廃物
を排出し、動きやすく、疲れに
くい身体へ。

3/23（土） 15：20～17：20

1日講座
　は外部会場で

実施する講座です

12019 年 4 月期全講座案内 2019 年 2 月 21 日発行満 70 歳以上の方は入会金無料。学生は割引あり（1,500 円 + 消費税）NHK 文化センター仙台教室　TEL.022-224-4811　2019 年 4 月期全講座案内8 このマークのある講座は、夜に開催する講座です。

●NHK文化センターは原則会員制です。入会金は4,000円＋税です。（満70歳以上の方は無料・学生1,500円
＋税）有効期限は3年間。期間後も継続して受講する場合の更新料は無料。会員証は全国のNHK文化セン
ターでご利用いただけます。

●受講料は全額前納です。期間の途中から受講する場合は、残りの回数分をお支払いください。
●教材費の表記がない講座についても別途必要になる場合があります。
●ほとんどの講座は見学でき、講座によっては体験受講ができます。時間や料金などは講座により異なります。
●講師の都合などで講座回数、日程、時間を変更することがあります。
●受講者が極端に少ない場合、講師や当教室のやむを得ない事情などにより、講座を中止することがあります。

●料金のお支払いは、現金、クレジットカード、振込（郵便局・コンビニエンスストア）、ホームページでのクレジッ
トカード支払（一部講座を除く）が利用いただけます。振込には別途手数料がかかります。

●講座は事由によらず受講の解約ができます。但し、一講座につき手数料（200円＋税）と解約をお申し出いた
だく時期によりキャンセル料（受講料の10%～20%）がかかります。解約手数料、キャンセル料とも、お支払い
いただいた受講料から差し引かせていただきます。

●入会金は原則払い戻しいたしません。教材費はすでに注文が済んでいる教材分等については払い戻しできな
いことがあります。

●講座案内などに表記している入会金、受講料等には消費税が含まれています。

入会と受講のご案内（受講規約抜粋）

開講中の講座はご見学、途中からの受講ができます（一部講座を除く）。お気軽にお問い合わせください。ホームページから受講のお申込みもできます。

NHK文化センターはお客様の個人情報
の機密保持に万全を期しています。お客
様の個人情報は、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、お客様のサービス向
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。

個人情報保護について

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。

2月21日（木）9:30
〒980-0822 仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング2階
地下鉄利用▶「勾当台公園駅」下車。徒歩7～8分
バス利用▶仙台駅前60番のりば（市営バス）
　　　　　定禅寺通り経由・交通局大学病院行き「メディアテーク前」下車
月～土／ 9：30～20：00　日／ 9：30～15：00

【所 在 地】
【アクセス】

【受付時間】

〒980-0822 仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング2階
地下鉄利用▶「勾当台公園駅」下車。徒歩7～8分
バス利用▶仙台駅前60番のりば（市営バス）
　　　　　定禅寺通り経由・交通局大学病院行き「メディアテーク前」下車
月～土／ 9：30～20：00　日／ 9：30～15：00

【所 在 地】
【アクセス】

【受付時間】

受付開始

仙台教室
2019年4月期

お申し込み・お問い合わせは、電話・ホームページまたは窓口で

022-224-4811
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バス停「メディアテーク前」
仙台市民会館

NHK文化センター
仙台教室
橋本ビルヂング2F
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テーク 宮城県民会館
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第一生命ビル
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定禅寺通り
●橋本クリニック

せんだいメディアテーク向い

＜定禅寺メディアステーション＞
　時　間：午前10：00～午後5：00
　休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
　T E L：022-211-1001

＜主演＞

＜放送＞
日曜 午後８時（総合）
 午後６時（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ）
 午前９時（BS4K）

（再放送）土曜 午後１時５分（総合）
  午前８時（BS4K）

作
音楽
題字
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 宮藤官九郎
 大友良英
 横尾忠則
 ビートたけし

中村勘九郎
阿部サダヲ

仙台
市役所

宮城県庁

仙台三越 NHK仙台放送局
新会館
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青葉通り

● 電力ビル

● 仙台法務局
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錦町公園
勾当台公園

青葉区役所

地下鉄南北線
勾当台公園

地下鉄南北線
広瀬通
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Ｒ
仙
台
駅

愛
宕
上
杉
通

駅
前
通
り


