
特 別 講 座

夏から始まる新講座

健康は私の宝物 生涯現役 
いつまでも自分の脚で歩く体にいい食材

●つまみ細工作家 阿部 美枝
●第4水曜 13:00～15:00（初講日7/22）
●5,832円（3か月3回）　教材費2,160円

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。まずは、くす玉を作ります。

つまみ細工

●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7/6）
●12,960円（3か月6回）　教材費別途

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致
します。

つるを編む

●ダヌー杜の工房 深瀬 恵子
●第2・4土曜 13:00～15:00（初講日7/11）
●11,664円（3か月6回）　教材費別途

ミシンでも縫える薄手の皮
革を取り入れながら、普段
使いのポーチやバッグなど
を作ります。 他にはないデ
ザインで、ワンランク上の
小物に仕上げてみませんか。

ダヌー杜の工房 ～革素材を使った小物作り～

●宮城県芸術協会会員 大江 文彦
●第4木曜 10:00～14:00（初講日7/23）
●11,340円（3か月3回）　教材費別途

陶芸体験の入口です！以前から興味があった、
一度は経験してみたかった…作り方のコツやポイ
ントを分かりやすく、はじめ
ての人でも楽しく学べる教
室です。

いちもん現代陶芸

●Pure Palette主宰 関 朋子
●第3水曜 13:00～15:00（初講日7/15）　●6,480円（3か月3回）

木箱や陶磁器、プラス
チックなど、どんなも
のにもデコパージュ
できます。またペー
パーを貼った面をさま
ざまに加工し、作品に深みをプラスできます。

ヘリテージDECO

●健康アドバイザー 菅原 敏幸
●指定月曜 13:00～14:30（初講日7/20）
●6,480円（3か月3回）

いつまでも元気でいたい！方の
ための講座です。運動はもちろ
ん「食」と運動をテーマに活躍
中の講師が分かりやすくご指導
します。

●リコーダー教師 西田 百合子
●第1・3木曜 13:00～15:00（初講日7/2）
●12,960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、色々な曲を簡単に演奏する
ことができ、皆さんと合奏を楽しめる
すばらしい楽器です。

●日本ハーモニカ芸術協会公認指導員 永坂 洋子
●第2・4木曜 15:15～17:15（初講日7/9）
●12,960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 楽しいリコーダー ～基礎からアンサンブルまで～

●仙台ブリッジクラブ会長 桜井 俊秀 
●第2・4金曜 10:00～12:00（初講日7/10）
●12,960円（3か月6回）

世界130か国で約1億人の愛好者
がいるカードゲーム、コントラクト
ブリッジに挑戦してみませんか？
知力と技術を使い、頭の体操や良
き仲間作りにも有効です。初めて
の方も気軽に始めてみましょう！ 

コントラクトブリッジ

●中医薬食アドバイザー 香川 知美
●第4火曜 10:30～12:00（初講日7/28）
●会員9,720円 一般11,340円（3か月3回）　教材費3,240円

食の健康法 夏の薬膳料理

●マジシャンスクール アトランティス代表 

　SOGACCI 曽我 泰正 
●第3水曜 13:00～14:30（初講日7/15）
●6,480円（3か月3回）　教材費別途

自分も人もHAPPYに！少しの練習
であなたにも不思議なマジックが
出来るようになります。不器用で
も問題なし！マジックを覚えて
ワクワクした毎日を過ごしましょう！

より人生を豊かにするためのマジック講座

中国の伝統医学から生ま
れた薬膳を、季節や体調に
あわせて初歩から学びま
す。夏～秋の養生をテーマに、身近な食材で暮らし
に取り入れる工夫もご紹介します。体験では、代謝
改善や胃腸に効くトマトスープの試食を交えます。

 3か月
集中 声と笑いの体操＆腹式呼吸 ～ラフターヨガ～

ホホハハハと声を出しながら体
を動かすと驚くほどリラックス
し、表情もいきいき。運動が苦
手でも大丈夫。遊んでいるみた
いな動きと、楽しい発声練習で
福を呼び込みましょう！

姉の女優・釈由美子さんをはじめ、芸能人や
セレブも絶賛するエステティシャン、釈恵美
子さん。リンパマッサージ、経絡マッサージ、
リフレクソロジー、整体、ツボ療法など、さま
ざまな知識を持つ釈先生が、お家でこっそり
美人になるためのセルフケアをお教えします。

ゴッドハンド釈恵美子が教える！
美ボディーマッサージとストレッチ

ファインダー越しの東北・写真から伝えたい世界の今

NHK気象キャスターとして活躍中の斉田さん
が、“いのちを守る”ために本当に必要な気象
情報とは何か、NHK気象情報の舞台裏も交え
て、分かりやすくお話します。

「STORY」のレギュラーモデルであり、ウォー
キング・姿勢アドバイザーの資格をもつ仁香
さんが直接指導するレッスンです。むくみを
取るマッサージ法や美姿勢、脚がキレイに
なるウォーキング法など即効性のある美脚
メソッドをご紹介します。講師の最新書籍も
プレゼント！

東南アジアや中東、日本国内で貧困や災害
の取材を進めてきた安田菜津紀さん。震災
後は陸前高田市に通い、自然と共生する
人々や復興の足跡も記録し続けてきました。
撮影された写真を交えながら、瞬間を切り
取る中で感じたこと、伝えたい各地の現状を
お話します。

●NHK気象キャスター 斉田 季実治
●会員3,024円 一般3,564円

7/26（日）13:00〜14:30

●モデル・ウォーキングアドバイザー 仁香
●会員4,320円 一般4,860円

7/5（日）11:00〜12:30 （20名限定クラス）

●フォトグラファー 安田 菜津紀
●会員3,240円 一般3,780円

7/18（土）13:30〜15:30

岩手県雫石町にある「フラワー＆ガーデン
森の風」で行われる、全日本フラワー＆ガー
デン選手権。日本のトップガーデナーが最新
の技術を競い、その作品を世界のトップ審
査員が審査する先進的な大会を、佐藤洋子
先生と一緒に観賞します。

福島教室合同企画
森のイスキアを訪ねて

フラワー＆ガーデン森の風を訪ねる

●指ヨガマスターインストラクター 二木 ひろえ
●第2・4月曜 13:00～14:30（初講日7/13）
●会員14,904円 一般18,144円（3か月6回）

手先を刺激することで脳を活性化
させ、全身を動かすヨガの効果も得
られる指ヨガ。夏の暑い中でも手軽
にでき、コリや冷えなどの不調改善
に役立ちます。呼吸法と併せ、お腹
まわりスッキリも目指します。

お腹やせ＆夏の不調を和らげる 指ヨガ呼吸法 3か月
集中

お茶と薬師寺 ～お茶はあこがれ～
お茶の世界をキーワードに献茶の歴史
などを交え、昔からの知恵や伝統について
講師陣がそれぞれの視点でお話します。
ともすれば忘れがちな「知恵や伝統」を
考えてみましょう。最後に「薬師寺展」の
魅力についてもお話します。

●薬師寺執事 大谷 徹奘
　大日本茶道学会 田中 仙堂、田中 仙融
●会員3,240円 一般3,780円

6/13（土）13:30〜15:30

●Esthe salon Sister代表 釈 恵美子
●会員3,240円 一般3,564円

8/23（日）11:00〜12:00

あがり症・話しベタさんのためのスピーチ塾
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。全国各地
で多くの受講生をあがり症克服へ導いて
いる講師が丁寧に指導します。

15:00現地集合⇒民俗研究家 
成田敏講師からねぶた学を学ぶ
⇒19:00観覧席でねぶた観覧

●（社）あがり症克服協会 理事長 鳥谷 朝代
●会員5,400円 一般5,940円　テキスト代1,080円

9/26（土）10:00〜13:00

女性のための お出かけフォトレッスン 色から学ぶインテリアコーディネート

●町田ひろ子インテリアコーディネーターアカデミー

　国際部講師 長塩 小夜子
●原則第4金曜 13:30～15:00（初講日7/24）
●会員7,128円 一般8,748円（3か月3回）　教材費850円

少しのインテリアの工夫は生活を
変え、毎日を楽しくします。今回は色
の効果や使い方をテーマに、コー
ディネートの基礎知識を学びます。
夏は涼やかに、初秋は爽やかに演出
するカラーマジックをご紹介します！

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7/2）　●12,960円（3か月6回）

●フリーアナウンサー、コメディエンヌ 大葉 由佳
●第1金曜 13:30～15:00（初講日7/3）
●6,480円（3か月3回）

雑貨やお花をモチーフに撮りながら、
カメラの基本操作を学びます。初めて
の方もおしゃれで雰囲気ある写真に
撮れるようお教えしますので、お気軽
にご参加ください。新緑の定禅寺通り
周辺を散策しての撮影会も交えます。
●フォトグラファー 木村 千枝
●7/14（火）、7/22（水） 13:00〜15:00
●会員6,048円 一般7,128円（全2回）　教材費別途

～ＮＨＫ気象キャスター斉田さんの～
いのちを守る！気象情報・最前線

むくみ撃退！
仁香の美脚ウォーキング

仙台駅8：30⇒フラワー＆ガーデンの森の風（昼食：ホテル森の風）⇒仙台駅18：30頃予定

●会員18,000円 一般19,000円　●添乗員同行
●利用交通機関／貸切バス　●最少催行人数／20名

初女先生が心を込めて建設した青森・岩木
山麓「森のイスキア」は、全国から沢山の人
が訪れています。1泊2日の旅で、今年で94
歳の先生手作りのお料理とお話に心癒され
るひとときを過ごしましょう。

1日目：仙台駅10：30⇒森のイスキアにて講話・夕食⇒森のイスキアまたはゆだんの宿にて宿泊
2日目：森のイスキアにてご一緒に朝食⇒10：00出発⇒弘前の洋館めぐり⇒昼食（レストラン山崎）⇒仙台駅18：00頃予定

●会員35,000円 一般37,000円　●添乗員同行
●利用交通機関/貸切バス　●最少催行/20名

旅行講座旅行講座～熱気の青森に集合！～ まるごと青森ねぶた体験 2泊3日

9/5（土）
9/16（水）〜9/17（木）
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5月28日㈭９:３０受付開始

2015年7月期

022-224-4811
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

〒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29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】

©竹浪比呂央2014

●会員68,040円(宿泊なし31,536円)  一般 73,440円(宿泊なし36,936円)
●現地集合・解散です。　●宿泊/青森ワシントンホテル　●料金には宿泊代（朝食
のみ）、ねぶた観覧席、金魚ねぶたの材料費、ねぶたゆかたレンタル料金を含みます。
その他食事代、交通費は含まれておりませんので各自でお手配ください。

8/4（火） 
ねぶたを学ぶ・見る！

金魚ねぶたを作る⇒ねぶた浴衣の着付教室⇒浴衣を着てねぶた祭で跳ねる
（8/6（木）は朝食会場で解散式）

8/5（水） ねぶたを作る・着る・跳ねる！

●日本フラワーデザイナー協会本部講師・審査員 佐藤 洋子
●森のイスキア主宰 佐藤 初女

■受託販売：ＮＨＫ文化センター仙台総支社　仙台市青葉区立町27-21（東京都知事登録旅行業第3-4317） ■旅行企画・実施：河北新報トラベル　仙台市青葉区五橋1-1-10（観光庁長官旅行業第1939号）

マークのある講座は指定日に1回分の受講料・
教材費等で、体験受講できます。（電話予約要）指定日体験

6/29（月）体験
6/23（火）体験

（講師作品）

これから趣味として絵を始め
たい方や経験者の方など、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
いを致します。

6/26（金）体験



今、話題のココナッツ
オイル。選び方や楽し
み方など使い方を学
んで、健康や美容、暮
らしのお掃除に取り
入れてみましょう。試
食や歯磨き粉など実習も交えます。

食べて使って楽しい！
ココナッツオイルの使い方を学ぼう！

北欧デザインに挑戦！
ヨーロピアンポーセリンアート（全2回）
北欧デザインは、どこか
懐かしい日本文化とも似
通います。特徴を活かし
ながら絵付けをしてみま
しょう！個性を活かしなが
らの楽しい講座です。

●日本ヴォーグ社キルンアート（磁器芸術）講師 番田 美紀
●会員4,752円 一般5,832円　教材費1,500円

さとみの味噌講座
山形県産米、大豆で作る手作り味噌
山形県産大豆と米を使って、天然醸造
の手作り味噌を作ります。約５キロを
お持ち帰りいただき各家庭で保存し、
夏を越し自然発酵させ
ます。あなただけのオ
リジナル味噌は一段
と味わい深いですよ。

見つけよう！マイカラー

●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）がご利用いただけます。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）。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

022-224-4811仙台教室お問い合わせ・お申し込みは、 へ！

わくわくさんとつくってあそぼ
わくわくさんが仙台にやってくる！親子
で楽しくいっぱい作って遊びましょう。
どんなものになるかは、当日のお楽しみ！

●元NHK Eテレ「つくってあそぼ」わくわくさん 久保田 雅人
●各 親子2名 2,808円（保護者の方とご参加ください）
　お子様1名追加 1,080円　※残席僅かのクラスもあります。

6/20（土）わくわく工作でお料理教室 A
B

11:00～11:45
15:00〜15:45(3～6歳対象)

6/20（土）けん玉とタケトンボをつくろう A
B

13:30〜14:15
16:30〜17:15（6～8歳対象）

夏休みの宿題お助け！こども絵画教室
夏休みの絵画の宿題を2回の講座
で仕上げます。自由な発想で、色鮮
やかに絵画を楽しみましょう。あら
かじめ描くテーマなどを考えてきて
いただき、画材一式をご持参くださ
い。（小学生以上対象）

●NHK文化センター「日曜こどもアトリエ」講師 黒崎 明子
●各 会員・一般4,320円（全2回）

夏の作文教室 読書感想文を書こう！
小学生対象に、読書感想文を書くコツ
をお話します。本の読み方や作文上達
のヒントを学びながら、楽しく書きま
しょう！予め読む本のあらすじを簡単に
まとめておいてください。書き上がっている方対象の
添削クラスもあります。

●教育学博士・書家 本田 容子
●各 会員・一般 作文4,320円 添削2,160円　●最少催行人数/5名

A

B 8/ 8 （土）、8/9（日）10:00〜12:00

7/31（金）、8/1（土）10:00〜12:00

A

B 6/29（月）13:00～15:00

6/28（日）10:00～12:00A

B 7/13（月）18:30〜20:00

7/ 8 （水）10:30〜12:00

体の内と外からビューティアップ！大人のいきいきレッスン

●ナチュラルメイク講師 齋藤 友快 
●第4月曜 13:00～14:30（初講日7/27）
●会員7,128円 一般8,748円（全3回）

お手持ちの道具で、肌に負
担をかけないナチュラル
メイクを手に入れてみませ
んか。夏の日差しや汗など
の崩れに負けない方法を
交え、スキンケア・ベース・
ポイントメイクを学びます。60、70代の
方もぜひご参加ください！

3回集中！夏こそ楽しむ
50代からのナチュラルメイク

●ピアニスト、作曲家 榊原 光裕
　バイオリニスト 佐藤 聡子 
●会員2,376円 一般2,916円

街中に音楽があふれる、定禅寺ストリートジャズフェス
ティバル。今年はちょっと予習して、いつもと違う楽し
み方をしてみませんか？ジャズフェス創始者の一人で
もある講師が、その成り立ちやコン
セプト、当日のストリートジャズの楽
しみ方や、味わうポイントもご紹介。

世界に一つだけの
「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」

アロマの香りを利用した
天然成分100％で効果抜
群の虫よけスプレーと、
自分で作り安心して使え
る日焼け止めを作りま
しょう。アロマの基礎知
識もご紹介します。

香り楽しむ手作りアロマ

7/28（火） 13:00～15:00

15:30～17:30

（イメージ）

（イメージ）

●さとみの漬物講座企業組合 新関 徳次郎、新関 さとみ
●会員2,160円 一般2,700円　教材費2,808円

9/30（水）10:00～12:00

開くと飛び出す仕掛けのポップアップ
カードを作ってみませんか？初心者の
方でもカッ
ター1つで簡
単に楽しめ
ます。

ポップアップカードで作るサマーカード

●Paper Studio Pleasures 小澤 真弓
●会員2,160円 一般2,700円　教材費864円

7/14（火）10:00〜12:00

普段の食事からで
きる病気予防のセ
ルフケアを提案す
る季節の養生プチ
講座＆料理教室。
30分で作れる野菜たっ
ぷりのアレンジ料理4
品をご紹介します。

季節の野菜で身体ケア ～初夏の養生編～

●食育料理家・ナギサカフェオーナーシェフ なぎさ なおこ
●会員2,700円 一般3,240円　教材費2,160円

6/12（金）11:00～13:00

椅子席で学ぶ香道 七夕香・重陽香を楽しむ
香のたき方、聞き方、香木の知識などを学びます。
七夕や重陽の節句にちなんだ香を聞きながら、
季節の移ろいを楽しみませ
んか。椅子に座って行います
ので、初めての方もお気軽に
ご参加ください。

●御家流尭仙会師範 岩井 暁春［監修］、深沢 五百子
●各 会員2,160円 一般2,700円　香木料1,000円

重陽香

七夕香

9/ 8 （火）13:00〜15:00

7/21（火）10:00〜12:00

重曹で梅雨を爽やかに！ 置くだけカンタン活用術
ジメッとした梅雨を快適に過ごす
ために湿気やニオイを取る重曹
がとても役立ちます。 気になる結
露や洗濯槽掃除など、今すぐ使え
る利用法とシューズキーパー(靴の
脱臭)を作りましょう。洗濯槽を洗う
漂白剤のお持ち帰りもあります。

●笑むSTYLE®代表・エコ家事プランナー 川村 康子
●会員2,160円 一般2,700円　教材費1,000円

6/30（火）13:00〜14:306/24（水）、7/22（水）18:30～20:30

●アロマコーディネーター 樹 美千子
●各 会員2,700円 一般3,240円
　教材費 日焼け止め1,500円 虫よけ1,000円　

7/8（水）13:00～14:30（虫よけスプレー）

7/4（土）13:00～14:30（日焼け止め）

仙台七夕まつりを綺麗に撮ろう
仙台の夏を美しく彩る七夕
まつり。お祭りならではの
雰囲気を盛り込みながら、
表現力豊かにキレイに撮
るコツを学びませんか。お
手持ちの一眼やデジカメ
で、ワンランクアップの写真が撮れるよう指導します。

●日本写真協会会員 米山 光昭
●会員2,700円 一般3,240円　教材費108円

※撮影会後教室講義8/6（木）10:00～12:30
9/5（土）10:30〜12:00

8/22（土）13:30〜15:30

体に優しい季節に応じた和食の旬の献立や
レシピ、料理への思いを語ります。

料理研究家 鈴木 登紀子

●会員3,456円 一般3,996円
●化粧品＋講師著書のお土産付
協力：株式会社ハーバー研究所

添削クラス 8/17（月）13:00〜14:30

作文クラス 7/25（土）、7/26（日）10:30〜12:00（全2回）

大滝博子の1日人形教室
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。

●美術工芸家・人形作家 大滝 博子、浅田 良子
●各 会員2,160円 一般2,700円　教材費2,700円

1日体験・広山流 野の花をいける
広山流では自然の姿を大切
にしております。一枝・一花・
一葉に心を配りながら植物
本来が持つ風情を活かして
いけていきます。

●広山流家元 岡田 広山、広山流師範 遊佐 広園
●各 会員1,944円 一般2,484円　花材費1,080円

●整理収納アドバイザー 山﨑 真弓
●各回 会員2,160円 一般2,700円

子世代

麗しの島・台湾を味わおう 楽しく美味しい飾り巻き寿司
太巻きの中に
季節の花やか
わいい動物な
どの絵柄を巻
き込みます。食
卓が和やかに
なる楽しく美味
しい「飾り巻き寿司」を2～3種類作ります。

●山形大学人文学部准教授 中澤 信幸
●会員・一般2,700円

7/26（日）13:00〜15:00
●寿司インストラクター協会認定講師 喜太郎ほか
●会員2,932円 一般3,446円　教材費2,592円

8/2（日）10:00〜12:30

アクセサリータッセル

●ラ・ベルヴィ主宰 横田 陽子
●会員2,700円 一般3,240円　教材費1,000円

7/16（木）10:00〜12:00

終活に向け片づけに悩む親世代・
実家の片づけに悩む子世代
メディアで話題の「実家の片
づけ」にお困りではありませ
んか？この講座では「終活に
向け片づけに悩む親世代」
「実家の片づけに悩む子世
代」、それぞれに向けた整理
収納術をお伝えします。

親世代

13:00〜15:00

10:00〜12:009/27（日）

夏本番！ゆかた着付け
これからの季節、「ゆかた」を
着る機会が増えてきます！
今年は是非自分で着付けを
しませんか？着崩れしない着
付け、そして帯の結び方ま
で丁寧にお教えします。

●きもの和装学苑師範 中村 あけみ
●会員2,160円 一般2,700円

8/2（日）13:00～15:30

●日本パーソナルカラー協会 認定講師 野口 典子
●各 会員3,024円 一般3,564円　教材費220円

A

B

ワンポイントアイテムとしてバッグや日
傘を素敵に装う、アクセサリータッセル
をお作りいた
だきます。

１日集中！メイク講座

●美容学校メイクアップ講師 中塩 美津江
●会員6,480円 一般7,020円

7/14（火）13:00〜17:00

前半はスキンケア、リキッドファンデによる
お肌作り、眉の描き方、そして後半から化
粧直し方法、アイメイク、チーク、リップ、仕
上げのハイライト・ローライトを！スキンケ
ア用品をお持ちください。鏡やファンデー
ション、ポイントメイク用品
は貸出し用があります。お
友達と一緒に参加してみ
てはいかがですか。

お一人ずつ、おしゃれ
に役立つお似合い
の色「マイカラー」を
診断。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。

持ち手付きの小物入れ カルトナージュ

●ラ・ベルヴィ主宰 横田 陽子
●会員2,700円 一般3,240円　教材費1,000円

6/24（水）10:00〜12:00

カルトナージュで、持ち運びに便利な布
箱を作ります。布は、数種類からお選び
いただきます。

●笑むSTYLE®代表・エコ家事プランナー 川村 康子
●会員2,160円 一般2,700円　教材費1,000円

7/15（水）13:00〜14:30

ジュエリークロッシェ　
～ペレンクロッシェのブレスレット～

●ジュエリークロッシェ本部専任講師 鈴木 博子
●会員2,160円 一般2,700円　教材費2,052円

6/22（月）10:00〜12:00

レース糸にビーズ
を通し、かぎ針編
みの手法で存在
感のある爽やか
なブレスレットを
作ります。

西洋占星術で未来を予測する
～プロフェクションを学ぶ～
「プロフェクション」と
いう伝統的占星術の未
来予測法をご紹介しま
す。基本を理解すれば
未来の星の影響を予
測することが可能です
ので、初めての方でも
参加いただけます。

●占い・精神世界研究家 伊泉 龍一
●会員5,940円 一般6,480円

6/14（日）13:00～16:00

大滝博子の人形教室
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。

茶花（基礎科・本科）

●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7/8）
●8,748円（6か月3回）　花材費3,564円　
●本科 第2水曜 14:15〜15:45（初講日7/8）
●9,720円（6か月3回）　花材費4,860円

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。

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7/4）
●12,960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
しょう！お好きな画材で、線と色彩で
の表現を楽しく学んでいきます。

ママとベビーのスイミング教室（金）

●仙台スイミングスクールインストラクター
●毎週金曜 11:00～12:00（初講日7/3）
●会員・一般14,040円（3か月10回）
●他曜日もあります。お問い合わせください。
●会場：仙台スイミングスクール
　宮城野区清水沼1-1-30　TEL 022-291-5351

生後6か月～2歳9か月まで、親子一緒
に楽しく遊びながら、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。

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7/9）
●14,256円（3か月6回）

●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7/14）
●12,960円（3か月6回）　教材費別途

お
す
す
め
定
時
講
座

第2部 登紀子ばぁばの旬のレシピ語り

年齢肌に負けないメイクで若々しい印象
を演出するポイントを伝授します。

第1部 廣森知恵子のメイクレッスン
ビューティプロデューサー 廣森 知恵子

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。話題の歌、
ご希望の曲も取り入
れて楽しくレッスンし
ます。

「フォルモサ（麗し
の島）」と呼ばれ
ていた台湾の見
どころや文化、歴
史など、奥深い魅 
力を紹介。また台
湾語の練習も行
います。

（講師作品例）


