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2016年10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】

10/4 子供をダメにする言葉、自立させる言葉
11/1 心の仕組み　成長のプロセス
12/6 魔法の鏡
1/31 家族の役割
2/ 7  あなたの人生を楽しむ
3/ 7  親離れと子離れ

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
やお気に入りのアクセサ
リー、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。

デジタルカメラ入門講座
～テーブルフォトレッスン～

秋 か ら 始 ま る 新 講 座

●仙台市文化財課専門員 木村 浩二
●指定木曜 10:00～11:30
　（12/22、1/19、1/26、2/2、2/16、3/2）
●会員16,848円 一般20,088円（全6回）

いま再びのシルクロードブラキムラと探る城下町仙台の秘密
1980年に「ＮＨＫ特集シルクロード」が放
送され、大きな反響を呼びました。この地
域は絶えず歴史の激動にさらされ、いまも
大きな変革が起きています。中央アジア史
研究の専門家が、改め
てこの地域の歴史や
人々の生活、そしてい
まの姿を解説します。

NHK「ブラタモリ」仙台編で、タモリさんを
案内した木村浩二さんに、城下町仙台にま
つわる歴史・地理・
地名の秘密などを、
楽しく解説していた
だきます。

●元山形大学人文学部教授 元木 幸一
●指定土曜 13:00〜14:30（10/8、11/12）
●会員5,616円 一般6,739円（全2回）

教会と修道院のドイツ美術史 ママも幸せ！「子育て心理学講座』
スライドでライン川中流から北ドイツの教会、
修道院をめぐり、建築、彫刻、絵画を鑑賞しま
しょう。修道院はワインやビールの宝庫。さら
にグルメの旅も追体験。マリア・ラーハ修道
院、マールブルク大聖堂、リュ
ベック大聖堂、コルヴァイ修
道院、マグデブルク大聖堂な
ど、ロマネスク、ゴシックの聖
堂が中心です。

●日本きりえ協会会員 千葉 英雄
●第1・3日曜 13:00～15:00（初講日10/2）
●14,515円（3か月6回）

切り絵アートを楽しむ
カッターを使って紙を切るだけで自分のオ
リジナル作品を創造する
「切り絵アート」の世界を体
験しましょう。白黒の表現に
よる落ち着きのある切り絵、
多色の紙を切って表現する
明るい切り絵について基礎
から指導します。

●東北学院大学 准教授 小沼 孝博 
●第1・3木曜 10:00～11:30（初講日10/6）
●16,848円（3か月6回）

文学散歩 ～衝撃の川柳歌人 鶴彬～ 3か月
集中

●福島大学名誉教授 澤 正宏
●第4木曜 13:30〜15:00（初講日10/27）
●会員8,424円 一般10,108円（3か月3回）　教材費550円

文学を旅する地質学
文学と地質学、一見遠い関係のようです
が、ゲーテや宮沢賢治らの本には地質学者
顔負けの詳細な記述があり
ます。地質学の専門家であ
る講師が、文学作品の中の
地質的描写を取り上げ、作
家とその作品の新たな魅
力を解き明かします。

言論統制という暗黒の時代、国家暴力に反
旗を翻し反戦・貧困の告発を世に訴え続け
た川柳作家がいた。強烈な
表現に込められた作品には
現実社会を冷徹に見る作者
の目があらわれている。鶴彬
の作品を紹介しながらいま
なぜ鶴彬なのかを考える。

●家系図講師、ヒューマン・サポート・カキョウ代表 鹿郷 健二
●第1・3火曜 10:00～11:30（初講日10/4）
●会員11,232円 一般14,040円（3か月5回）

我が家の家系図を作る
家系図作りは祖先を訪ねる旅です。誰も
が、戸籍・除籍謄本に基
づいて現在から江戸末期
までさかのぼれます。「我
が家の家系図」を作って
歴史・文化・祖先の生き
方を学び、子や孫に伝え
ましょう。

●東北大学名誉教授 蟹澤 聰史
●第1・3月曜 13:00～14:30（初講日10/3）
●16,848円（3か月6回）

●日本写真協会会員 米山 光昭
●指定火曜 13:00～15:00（10/11、10/25、11/8）
●会員11,793円 一般13,478円

●心理カウンセラー 斎藤 照代
●第1火曜 10:00～11:30（初講日10/4）
●16,848円（6か月6回）

日本思想史への招待 ～入門編～
日本人が長い年月をかけて育んできた精
神世界について、近代の研究者がとりくむ
中で生まれた学問が日本思
想史です。創始者といわれ
る村岡典嗣や、家永三郎・
丸山眞男などの著名な研究
者、さらに現在の研究動向
などについて学びます。
●東北大学 曽根原 理
●第2火曜 10:00～11:30（初講日10/11）
●15,811円（6か月6回）　教材費別途

●シャドーボックス ラ・マーニ 認定講師 鈴木 美沙
●第2・4月曜 10:00～12:00（初講日10/24）
●20,217円（3か月6回）　教材費初回10,000円程度

庭木の剪定と手入れ ～樹木医に学ぶ～シャドーボックス
庭木を植えて緑に囲まれた暮らしを楽しみた
いと思っても、剪定の仕方を間違ったり、病気
で折角の庭木を台無しにすることが少なくあ
りません。剪定はなぜ必要
なのか、時期、枝の切り方な
ど剪定の基礎知識を学びま
す。さらに実技指導を通じて
剪定の基礎技術を身に付け
ます。（座学1回、実技3回）

シャドーボックスとは、同じ絵柄を何層にも
切り重ねることによって立
体感を持たせる作品手法で
す。17世紀頃、アメリカ上流
階級の婦人の間で広まり、
その後ヨーロッパに広がっ
た作品づくりを、あなたも楽
しみませんか？

●樹木医 行方 博
●指定金曜 10:00～11:30（初講日9/30）
●会員10,368円 一般12,528円（全4回）

●NENBA公認インストラクター 竹島 泰子
●第2・4金曜 10:00～12:00（初講日10/14）
●26,956円（3か月6回）　教材費28,500円

ザルツブルガーゲビンデナンタケットバスケット
ドイツ、オーストリア、チロル等のザルツブ
ルグ地方に古くから伝わる伝統工芸のザ
ルツブルガーゲビンデ。ゲ
ビンデとは、木の実やスパイ
ス、造花などを束ねてリース
やブーケなどを作るクラフト
です。スパイスのほのかな
香りも魅力的です。

「世界一美しいカゴ」ともいわれるナンタケット
バスケットは　アメリカ東海岸ケープコッド沖
の大西洋に浮かぶちいさな
島、ナンタケット島で生まれま
した。今回は、持ちやすくて
色々な場面で使えるオーバル
バスケットを作ります。
＊サイズ13センチ×22センチ

●愛花夢フラワーサロン 高橋 忍
●第2金曜 13:00～15:00（初講日10/14）
●8,942円（3か月3回）　教材費別途

スケッチすることで見えてくる「新しい世
界」があります。10月期は屋外二回、室内三
回の講座となりま
す。風景だけではな
く、静物モチーフも
描きながら物の形を
とらえるレッスンも
すすめましょう。
●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10/14）
●会員12,960円 一般15,768円（3か月5回）

 3か月
集中

古山拓の透明水彩スケッチ画 3か月
集中

 3回
講座
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森川智之・プロの声優教室
「声優の仕事、表現者として」
「戦国BASARA」の片倉小十郎
役、ズートピアのニック役、トム
クルーズの吹き替え等でお馴
染みの声優、森川智之さんを
お招きしての特別講演会。声
優を目指している方はもちろ
ん、声・朗読・芝居に興味のあ
る方も必見です。

10/2（日）13:00〜15:00

●声優・アクセルワン代表取締役 森川 智之
●会員3,300円 一般3,800円

「ニュースウオッチ9」で活
躍中の鈴木奈穂子キャス
ター。全国へニュースを発
信する、報道最前線の現場
についてお話しいただきま
す。

10/22（土）13:00〜14:30

●ＮＨＫニュースウオッチ9キャスター 鈴木 奈穂子
●会員・一般2,700円

疲れない体をつくる免疫力
免疫学の世界的権威の講師
が、免疫力を高めることに
よって「疲れをためない体」
「疲れてもすぐに回復する
体」をつくるコツをご紹介し
ます。

1/22（日）11:00〜12:30

●新潟大学名誉教授 安保 徹
●会員3,300円 一般3,800円

宮沢賢治生誕120年記念
「宮沢賢治と教え子たち」上映と講演
宮沢賢治の教え子を訪ね、先生はどんな先生
だったかをインタビューする映画が作られま
した。そこからは70年経っても消えることのな
い、教師・宮沢賢治の鮮烈な印象が伝わってき
ます。「先生はほほーっと宙に舞った」と言われ
る賢治像について、映画とゆか
りの方の講演で迫ります。
10/30（日）13:00〜16:30

●林風舎代表 宮沢 和樹
●会員2,500円 一般3,000円

『嫌われる勇気』
あなたが変われば世界が変わる
ベストセラー『嫌われる勇気』により注
目を集める「アドラー心理学」。「人はい
ま、この瞬間から幸福になれる」という
アドラーの教えは、自身の手で人生を
切り開くための指針を提示します。『嫌
われる勇気』の著者 岸見 一郎さんが、
ご自身の体験にも触れつつ、アドラー
の教えをわかりやすく紐解きます。

11/19（土）13:30〜15:00

●哲学者 岸見 一郎
●会員4,000円 一般4,500円 岸見一郎

古賀史健 共著

末盛千枝子「私」を受け容れて生きる
「絵本の楽しみ～人生に大切
なことはすべて絵本から教
わった～」などの著書で知ら
れ、震災後は「3.11絵本プロ
ジェクトいわて」を立ち上げ、
近著『「私」を受け容れて生き
る』を出版されるなど、活躍
中の末盛千枝子さんからの
メッセージをお届けします。
10/29（土）13:30〜15:00

●絵本編集者・3.11絵本プロジェクトいわて代表 末盛 千枝子
●会員3,300円 一般3,800円

人気料理家「横須賀 真奈美」さんが実演！
最新キッチンで学ぶ、ワンランク上のＩＨ料理

●料理研究家 横須賀 真奈美
●各 会員・一般540円（教材費込）
●会場：パナソニックリビングショールーム仙台
●協力：パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

「タイマグラばあちゃん」上映と監督講演
早池峰山の麓にある「タイマグラ」と呼ばれる
開拓地で、暮らし続けた一組の夫婦がいまし
た。不便なだけの山奥を「極楽だあ…」と言っ
て満ち足りた笑顔を絶やさなかった理由は何
なのでしょうか？海外でも賞を受賞するなど、
国内外で高い評価を得た映画を上映し、監督
にお話を伺います。

10/15（土）13:00〜16:30

●映画監督 澄川 嘉彦
●会員2,500円 一般3,000円

10/6（木）15:30～17:30

●シャンソン歌手 佐藤 よしみ
●会員・一般2,808円

ＮＨＫ「日曜美術館」制作者が語る　
伊藤若冲 その魅力
江戸時代の天才絵師「若冲」。
今年開かれた展覧会は４時
間待ちの人気でした。絵具の
数も限られた時代に、圧倒的
に鮮やかな絵を描けたのは
なぜか？神秘のベールに包ま
れてきた天才の魅力に、若冲
番組の制作者が迫ります。
11/13（日）13:30〜15:00

●NHK「日曜美術館」プロデューサー 村山 淳
●会員2,500円 一般3,000円

初めてのドローン体験
ドローンの正しい利用は、趣味の世
界を広げるだけでなく、災害救助や農
業分野でも活躍が期待されています。
ドローンを扱うのに必要な理論や法
律の知識をはじめ、
実際の操縦体験ま
で専門家がわかり
やすく指導します。
10/29（土）10:00〜14:00

●ドローンショップ仙台ゼネラルマネージャー 高橋 年男
●会員10,000円 一般11,000円

12/11（日）13:30〜15:00

●NHK番組プロデューサー 小山 好晴
●会員2,500円 一般3,000円

ＮＨＫ「生さだ」「家族に乾杯」
番組誕生秘話

ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」 
番組打ち明け話

NHKの人気番組「生さだ」「家族に乾
杯」。この2つの番組を開発したのは、飯
塚英寿プロデューサーです。どのような
紆余曲折があって、この2つ
の番組をいまのような人気
番組に育て上げたのか？歴
史に埋もれた「秘話」に光
を当てます。

第一線で活躍する著名人の家族史を徹
底取材。本人も知らない秘話を発掘し
て、好評の番組「ファミリーヒストリー」。
毎回驚きあり、涙ありのドキュメントの
陰で繰り広げられ
る、制作者の苦労
話にスポットを当
てます。

12/4（日）13:30〜15:00

●NHK番組プロデューサー 飯塚 英寿
●会員2,500円 一般3,000円

洋食コース
和食コース

9/13（火）14:00～15:30
9/23（金）10:30～12:00
9/23（金）14:00～15:30

A：
B：
C：

パナソニックの最新キッチンに搭載された
マルチワイドIHを使用して、ワンランク上
の料理をご紹介します。試食を楽しんだ後
は、キッチンリフォームのご案内もします。

優秀講師賞受賞記念
シャンソン特別講座
全国民間カルチャー事業協議会が
選ぶ、平成27年度優
秀講師顕彰に全国で
ただ一人選ばれた佐
藤よしみ先生による、
1日限定の特別な
シャンソン教室です。

「ニュースウオッチ9」鈴木奈穂子 
 ニュースを伝える ～キャスターとしての役割～

エツコ＆ジョー・
プライス・コレク
ション



（2）NHK文化センター仙台教室 2016年10月期全講座案内TEL.

英語で伝える日本の文化
日本の伝統文化、歴史、季節の風物詩など、
どのように外国人に伝えたらよいでしょう
か。毎回様々なトピックを選び、上手に伝え
るコツを学びます。
（これまでに取り上
げたトピック：能、盆
栽、相撲、米作り、仏
像、花火）

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。

杜の都・仙台を描く（水彩）
住み慣れた街のお気に入りの風景を、お
しゃれな水彩画に描いてみませんか？仙台
市内の様々な風
景を描いてきた
講師が、初心者
の方にも優しく
わかりやすくお教
えします。

●画家 土橋 征史
●第2・4土曜 18:00～20:00（初講日10/8）
●14,839円（3か月6回）

●通訳案内士 松本 洋子
●第2・4火曜 10:00～12:00（初講日10/11）
●17,884円（3か月6回）　テキスト代別途　

シャネルツィードで作る ～縫わない☆チェーンバック～
シャネルツイードとして知られるリントン社製のツ
イード生地で作る縫わないバッグ。ミシンや針と糸を
使わず、どなたでも素敵なバッグが作れる講座です。
美しさと耐久性を兼ね備えたバッグは、日常でも
フォーマルな場でも活躍してくれます。ベーシックなブ
ラック＆ゴールド、上品なシャネルピ
ンク、他新作の生地をご用意しまし
た。ＨＰまたは窓口でご確認くださ
い。バッグのサイズはＷ25×Ｈ17×
Ｄ8センチ）生地の色は、お申し込み
時にご選択いただきます。

●ラ・ベルヴィ主宰 横田 陽子
●第4火曜 10:00～12:00（初講日10/25）
●会員8,540円 一般10,270円（3か月3回）
　材料費別途9,720円(初講日に講師へお支払ください)

雨よりも厄介な、みぞれまじ
りの雪。一年を当して活躍で
きるコートを楽しみながら
作ってみましょう。衿はテー
ラードとフード付き、色は
赤・緑・黒・紺からお選びくだ
さい。
●アトリエＡＫＩＫＯ 武田 彰子
●10/28.29.30コース 10:00〜16:00　
●10/29.30.31コース 10:00〜16:00
●各 会員・一般19,440円（全3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

●山口流教授名取 山口 千幸
●第1・3土曜 13:00～14:30（初講日10/1）
●14,839円（3か月6回）

自彊術心に響く篠笛 山口流 初級
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。

篠笛はかんたんな作りの笛ですが、その音
色はさまざまで、きっとあなたの心に響くこ
とでしょう。わらべ唄や叙情歌から、古典の
長唄まで幅広く取り
上げます。ご一緒に
楽しみましょう。

●公益社団法人自彊術普及会師範 長谷場 京
●指導員 熊谷 豊子
●毎週金曜 10:30～12:00（初講日10/7）
●23,641円（3か月11回）

●シャンソン歌手 佐藤 よしみ
●指定木曜 15:30～17:30（10/27、11/17、12/15）
●8,424円（3か月3回）

基礎から学ぶボイストレーニング月いちシャンソン教室（木）
世界の名曲からポピュラーソングまで様々
な曲を歌いながら、正しい声の出し方を学
んでいきましょう。皆で楽
しく歌うグループレッスン
と、一人ひとりの声質に合
わせた指導を交えて進め
ていきます。楽譜が読め
ない方、初めて歌を習う
方も大歓迎です。

全国民間カルチャー事業協議会が選ぶ、平
成27年度優秀講師顕彰
に、全国でただ一人選ばれ
た佐藤よしみ先生による、
月1回のシャンソン教室で
す。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。

●声楽家 近藤 美樹
●第1・3火曜 18:30～20:30（初講日10/4）
●14,839円（3か月6回）

初歩からの和裁教室
素敵な着物ライフの第一歩に、和裁を始め
てみませんか。全く初
めての方も運針の仕
方から始めて、浴衣
や単衣の着物、長襦
袢などご希望に応じ
てお教えします。

●東京きもの学院仙台教室長 草野 直子
●第1・3木曜 15：30～17：30（初講日10/6）
●第2・4木曜 15：00～17：00（初講日10/13）
●第2・4水曜 18：30～20：30（初講日10/12）
●各 初級14,320円 自由科17,884円（3か月6回）

ゼロからはじめる英会話
簡単な会話でもなんとか話してみたい。こ
んなときは英語でなんと表現するのだろう
…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。2年間のカリ
キュラムです。

●通訳・翻訳家 丹野 由佳子
●毎週金曜 18:30～19:30（初講日10/7）
●26,254円（3か月11回）　テキスト代別途

書道教室 ～かなの美を求めて～（木・夜）指ヨガ&呼吸法で簡単セルフケア
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。日展入選3回の実績を持つ講
師が、美しさの表現を基礎
からわかりやすくお教えし
ます。

●読売書法展理事、河北書道展審査員

　一先会総務理事 門間 翠葉
●第1・2・3木曜 18:00～20:00（初講日10/6）
●23,328円（3か月9回）

音楽リハビリ指導員養成講座
介護予防リズム運動編

●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10/24）
●16,459円（3か月6回）　

「百人一首」雪月花
「月」「花」「露」「雪」など、「百人一首」の歌を
四季の風物をテーマに選び、王朝人の豊か
な情感を味わいます。風雅の源流をたどり
つつ、現代にも息づく感性や風習を紐解き
ます。

●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11/4）
●13,176円（5か月5回）
●1回毎の受講可（会員・一般3,240円）

ジャズのあじわい ～ジャズの街 仙台～
今年26回目を迎えた「定禅寺ストリートジャズフェ
スティバル」は、5,000人以上の演奏者、70万人以上
の観客が集う仙台の秋の風物詩として親しまれて
います。この街にジャズがどのように定着してきた
か、ジャズの歴史と共に紹介します。
ジャズが初めての方にも深く掘り下
げたい方にも存分にお楽しみいた
だけるよう、さまざまなミュージシャ
ンの映像やLPレコード、講師の生演
奏も交えて、お届けいたします。

●古典文学説きがたり 青野 澄子
●第2水曜 13:30～15:00（初講日10/12）
●15,811円（6か月6回）

仙台駅東口(8:30)⇒大崎市松山ふるさと歴史館⇒昼食⇒津
山町　横山不動尊⇒弥勒寺⇒仙台駅東口17:15頃着予定

古寺巡礼 ～宮城の古寺を巡る～
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。みちのくの歴史と文
化を知る上でかけがえのない古寺と
古仏を訪ね、先人たちの祈りの跡を辿
ります。

仙

●東北大学大学院文学研究科教授 長岡 龍作
●会員13,800円 一般14,800円（代金には、貸切バス代・昼食代・保険
料含む）　●添乗員同行　●最少催行人数/15名仙台駅東口8:00⇒那須芦野 石の美術館11:00⇒昼食バイ

キングと入浴（ホテルサンバレー那須）12:30⇒藤城清治美
術館14:30⇒仙台駅東口19:00着予定

美術館めぐり 藤城清治美術館ほか
藤城清治さんが90歳を目前に東日本大震災の被災地
を回り、復興を祈って制作
した作品をはじめ、代表
作の数々をご覧いただき
ます。あわせて石が展示
物という「石の美術館」を
回ります。

仙

●会員18,500円 一般19,580円　
●利用交通機関/貸切バス　●最少催行人数/15名

（代金には、貸切バス代・入館料・昼食代・入浴料・保険料を含む）

泉中央8：30⇒会津武家屋敷⇒昼食⇒鶴ヶ城⇒日新館⇒
泉中央18：30着予定

旬を訪ねる小さな旅 ～会津の歴史を訪ねる～
福島の「旬」を訪ね、地域の歴史や風土に根ざした“暮
らし・文化・身近な自然”を味わいます。

泉

●「暮らしと環境」コーディネーター 菅原 玲
●会員19,300円 一般19,800円（代金には、貸切バス代・昼食代・見学
料・保険料含む）　●最少催行人数10名

仙台駅東口9:00⇒泉区役所北側9:30⇒松島温泉10:30
（歌・昼食・入浴）⇒松島さかな市場14:45⇒泉区役所北側
16:00⇒仙台駅東口16:30着予定

歌声バスの旅（松島編）
バスの中に歌声喫茶をそのまま持ち込んだ「歌声バ
ス」で、青春時代の記憶と結
びついた思い出の歌を皆
さんと一緒に歌いません
か！歌声喫茶38年、南部敏
郎さんといっしょに、大人の
遠足を楽しみましょう。

仙

●バラライカ　うたごえリーダー 南部 敏郎
●目的地/松島温泉　●会員12,600円 一般13,600円（代金には、貸
切バス代・昼食代・入浴料・保険料含む）　●最少催行人数/15名

仙台駅東口8:30⇒榮川酒造11:00⇒昼食12:30⇒末廣酒造
13:45⇒鶴ヶ城会館15:00⇒仙台駅東口18:00着予定

蔵元めぐり（会津若松編）
会津盆地は四方を山に囲まれ、大小様々な河川が流れ
ます。豊富な地下水を蓄えたこの土地は、良質の米と良
質の水に恵まれ、良い酒を生み
出す環境に恵まれています。この
会津若松の蔵元を訪ね、酒造りの
ようすを見学すると共に、試飲を
楽しみます。

仙

●竹泉荘ソムリエ・きき酒師 佐藤 幸博　
●会員16,500円 一般17,500円（代金には、貸切バス代・昼食代・保険
料含む）　●最少催行人数/15名

【新幹線で行く】犬飼公之先生と訪ねる～奈良・万葉の旅～

1日目:仙台駅7：52⇒東京駅⇒京都駅（車中弁当）⇒貸切バス⇒法隆寺⇒中宮寺－ホテル
2日目:ホテル⇒雷丘⇒奈良文化研究所飛鳥資料館⇒飛鳥寺⇒昼食⇒奈良県立万葉文化館⇒甘樫の丘⇒橘寺⇒ホテル（2日
目の夕食はフリー）
3日目:ホテル⇒新薬師寺⇒白毫寺⇒薬師寺⇒昼食⇒京都駅⇒東京駅⇒仙台駅19:52着予定 

●宮城学院女子大学名誉教授 犬飼 公之　
●会員129,800円 一般132,800円（宿泊は2名1室利用。個室希望の場合は別途5,000円かかります）
●利用交通機関/新幹線・貸切バス　
●最少催行人数/15名（代金には新幹線代、バス代、宿泊代（2名1室）、食事代（朝2、昼3、夕1）
　※2日目の夕食はフリーとなります、保険料を含む）
●添乗員同行します　●キャンセル料/旅行規定によるキャンセル料がかかります
●宿泊/ホテルサンルート奈良

犬飼公之先生の案内で、古代日本の原風景が残る奈良、飛鳥を訪ねます。
歌に込められた万葉歌人の想いを感じながら旅していきます。

【新幹線で行く】秋色に染まる信州の美術館
戦没画学生慰霊美術館“無言館”を訪ねる

宿泊

宿泊

●会員74,800円 一般76,800円（宿泊は1名1室利用） 
●利用交通機関/新幹線・貸切バス　
●最少催行人数/15名（代金には、新幹線代、貸切バス代、宿泊代、食事代（朝1、昼2、夕1）、保険料を含む）
●添乗員同行します
●キャンセル料/旅行規定によるキャンセル料がかかります
●宿泊/松本東急ＲＥＩホテル

第二次世界大戦中に亡くなった画学生たちが遺した作品を展示する“無言館”、信濃デッサン
館、放浪の天才画家山下清放浪美術館などの美術館を訪ねます。秋色に染まり始めたエッセ
イストの玉村豊男さんのヴィラデストワイナリーも訪ねます。

ネイチャーフォト ～晩秋の奥日光と奥塩原の秋景撮影の旅～

1日目:泉中央7:30⇒仙台駅東口8:00⇒昼食⇒戦場ケ原　赤沼車庫⇒小田代原（撮影）⇒赤沼車庫⇒ホテル
2日目:早朝撮影⇒ホテル－竜頭の滝（撮影）⇒昼食⇒龍王峡（撮影）⇒仙台駅東口19：30⇒泉中央20：00着予定

1日目:仙台駅8:05⇒新幹線⇒宇都宮駅⇒貸切バス⇒昼食⇒ヴィラデストワイナリー⇒無言館・信濃デッサン館⇒ホテル
2日目:ホテル⇒安曇野ちひろ美術館⇒昼食⇒山下清放浪美術館⇒宇都宮駅⇒新幹線⇒仙台駅19:58着予定

宿泊

●日本写真協会会員 竹内 正
●会員46,600円 一般48,600円（宿泊は4〜5名の男女別相部屋となります）　
●利用交通機関/貸切バス　
●最少催行人数/15名（代金には、貸切バス代、宿泊代、食事代（朝1、昼2、夕1）、保険料を含む）
●随行員同行します
●キャンセル料/旅行規定によるキャンセル料がかかります
●宿泊/休暇村　日光湯元（宿泊は男女に別れての相部屋となります、個室の設定はございません）

晩秋の奥日光、小田代原にたたずむ“貴婦人”の木と紅葉に彩られた風景を撮
影する1泊2日の旅です。

【東北ブロック共同企画】大向大須賀先生と行く 中村橋之助改め 八代目中村芝翫 襲名披露
四代目中村橋之助 三代目中村福之助 四代目中村歌之助 襲名披露　
歌舞伎座吉例顔見世大歌舞伎 見物の旅 残席わずか

1日目:仙台駅9:30⇒東京駅⇒ホテルメトロポリタン丸の内にて昼食⇒講師より演目の解説⇒歌舞伎座　吉例顔見世大歌舞伎夜
の部見物<夕食 幕間お座席にて弁当>⇒ホテル
2日目:ホテル⇒歌舞伎座　吉例顔見世大歌舞伎昼の部見物<昼食　歌舞伎座館内食事処にて>⇒東京駅⇒仙台駅18:52着予定

宿泊

●歌舞伎大向弥生会会員 大須賀 豊　
●会員133,000円 一般135,000円（宿泊は2名1室利用。個室希望の場合は別途6,000円かかります）
●利用交通機関/新幹線・貸切バス　
●最少催行人数/15名（代金には新幹線代、バス代、宿泊代（2名1室）、食事代（朝1、昼2、夕1）歌舞伎チ
ケット（昼・夜一等席）、保険料を含む）
●添乗員同行します　●キャンセル料/旅行規定によるキャンセル料がかかります
●宿泊/ホテルモントレ銀座

大向 大須賀先生の案内で、八代目中村芝翫 四代目中村橋之助 三代目中村福之助 四代目
中村歌之助　襲名披露 歌舞伎座吉例顔見世大歌舞伎を昼の部・夜の部を見物します。

伊豆の仏像を巡る

1日目：仙台駅8:55⇒東京駅11:00⇒昼食12:30⇒万願寺13:40⇒浄楽寺14:40⇒熱海泊
2日目：ホテル8:45⇒伊豆山郷土資料館9:00⇒かんなみ仏の里美術館10:15⇒昼食12:15
⇒花岳院13:20⇒河津平安の仏像展示館15:30⇒善光庵16:10⇒下田泊
3日目：ホテル8:00⇒修禅寺9:15⇒願成就院10:20⇒昼食11:30⇒瑞林寺13:30⇒新富士
駅15:09⇒東京駅17:20⇒仙台駅18:52着予定

宿泊

●東北福祉大学 門脇 佳代子　
●会員109,000円 一般110,000円（宿泊は2名1室利用 ※個室希望は別途6,000円（2泊分）かかります）　
●利用交通機関/新幹線・貸切バス　
●最少催行人数/15名（代金には、新幹線、貸切バス代、食事代（朝2、昼3、夕2）、保険料を含む）

願成就院の諸像をはじめ、鎌倉期を代表する仏師運慶の力強い造形は圧巻です。
また伊豆半島には古い仏像が多く残ることが知られており、近年開館した「かんな
み仏の里美術館」や「河津平安の仏像展示館」へもご案内します。

NHKの福祉番組でも取り上げられた「音楽
リハビリゆらリズム」の講師が、高齢者向け
の運動をテーマに、指導員として必要な知
識や実践法をお伝
えします。３回終了
後には、「ゆらリズ
ム」から修了証をお
渡しします。
●ゆらリズム 音楽リハビリトレーナー 菊地 義仁
●指定火曜 19:00～20:30（10/25、11/8、11/29）
●会員16,848円 一般18,532円（全3回）

左から歌之助、福之助、橋之助、八代目中村芝翫
（撮影荒木大甫）

『盛綱陣屋』佐々木三
郎兵衛盛綱＝中村橋
之助改め八代目中村
芝翫（撮影：荒木大甫）

秋の装い ～お洒落なコートをつくりましょう～ 3回
講座

藤城清治美術館

旅行講座
バス発着地点

泉中央駅出発泉仙台駅出発仙

◆旅行企画・実施（表示のない旅行はすべて河北新報トラベル
になります）
　河北新報トラベル　観光庁長官旅行業第1939号　宮城県
仙台市青葉区五橋1-1-10　電話 022-211-6960
◆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。

旅行講座は電話・窓口のみの受付です

 3回
講座

9/10（土）

11/16（水）

11/20（日）

10/19（水）～20（木）

12/5（月）～7（水）

11/1（火）～2（水）

11/5（土）～7（月）

11/16（水）～17（木）

9/7（水）

【予定】
10/8（土）「秋の彩りを楽しむ　宮城栗原の旅」
11/12（土）「日本海と町を楽しむ　山形鶴岡の旅」
詳細は、お問い合わせください。

11/7（月）



ダンス・健康 教材費・テキスト代別途 絵画・カメラ 画材・モチーフ代別途

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

社交ダンスは健康の維持に役立ち、生涯
のスポーツです。初めての方は初級で基本
ステップをしっかり身につけて下さい。各
コースとも6か月カリキュラムです。マス
ターしたら上のクラスに進みます。

社交ダンス（初級）

●宮城県プロダンスインストラクター協会名誉会長 奥山 春也［監修］
　プロダンスインストラクター 信夫 三智子
●毎週土曜 15:00～16:30（初講日10/1）
●24,948円（3か月11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、初歩からていねいに
指導します。

基礎から学ぶ本格デッサン
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
由に描いていきましょう！皆さん
のお好きな画材で、線と色彩で
の表現を楽しく学んでいきます。

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10/1）
●14,320円（3か月6回）

●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10/8）
●17,884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、深層部の筋
肉へアプローチすることで代謝
アップを目指します。

バレエ美筋エクササイズ

●フリーインストラクター 吉川 知慧
●第1・3火曜 14:30〜15:40（初講日10/4）
●第1・3木曜 18:45〜20:00（初講日10/6）
●各 15,811円（3か月6回）
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12,895円3か月
6回

24,948円

3か月
11回社交ダンス

お勤め帰り

中 級

奥山 春也［監修］
吉田 恵子
奥山 春也［監修］
信夫 三智子

毎週火曜
18：30～20：00

毎週土曜
16：35～18：05

上 級 毎週土曜
18：15～19：45

26,254円
研究 水曜 奥山 春也［監修］

佐藤 和美
毎週水曜

16：00～17：30

研究 土曜 毎週土曜
13：20～14：50

はじめよう社交ダンス 芦田 恵子 毎週水曜
18:30～19:50 24,948円3か月

11回

カラダすっきりリンパ体操 剱持 なつみ 第2・4木曜
10:00～11:00 12,895円3か月

6回

ハワイアンフラ（ベーシック/ステップアップ） 設楽 洋子ほか 
フイレフアスタッフ

第2・4土曜
10:00～12:15

心と身体を結ぶ Yogaベーシック
佐藤 由美

第1・3金曜
18:30～19:50 12,895円3か月

6回

月に１度の 食とヨーガでプチデトックス 第4土曜
15:20～17:20  6,447円3か月

3回

らくらく筋トレ体操 那波 由美子 第2・4火曜
13：00～14：15 12,895円3か月

6回

健康ストレッチヨーガ
永沼 秀章［監修］
小田垣幸子
市村きみ子

毎週火曜
10:30～12:00 25,790円3か月

12回

経絡・ツボ療法 東海林 正健
東海林 徳子

第1・3木曜
13：00～15：00 12,895円3か月

6回

桃花扇

吉川 昌代

第3金曜
15:50～17:00

18,597円

12,895円

15,811円

6か月
6回

ゆるやか整美＆リンパ体操 那波 由美子 毎週水曜
10:30～11:45 25,790円3か月

12回

ベリーダンス入門 ＹＡＭＡ 第2・4金曜
19:00～20:00 14,320円3か月

6回

はじめてのピラティス 毎週木曜
10:00～10:50

からだスキャンセルフマッサージ&ピラティス
壹岐 友紀

毎週木曜
11:10～12:00

25,790円3か月
12回

火曜

水曜
体の歪みをとる体操 吉川 知慧

第1・3火曜
13:00～14:10

14,320円3か月
6回第1・3水曜

18:50～20:00

アレクサンダー・テクニーク 田中 千佐子 第1日曜
13:00～15:00 25,790円6か月

6回

心身の健康のために 自律訓練法 千葉 伸子 第2土曜
10:00～12:00 17,334円6か月

5回

姿勢を美しくするエクササイズ＆ウォーキング 三上 明子 第2・4水曜
18:30～20:00 17,884円3か月

6回

指ヨガ＆呼吸法で簡単セルフケア 二木 ひろえ 第2・4月曜
13:00～14:30 16,459円3か月

6回

カントリーラインダンス 元木 節子 第2・4金曜
13:30～15:00 14,320円3か月

6回

シニア世代から始める健康運動講座 三浦 大輔 第1・3月曜
13:00～14:30 14,320円3か月

6回

シニア世代からの体質改善気功 鎌田 健志 毎週水曜
13:00～14:20 25,790円3か月

12回

自彊術 長谷場 京
熊谷 豊子

毎週金曜
10:30～12:00 23,641円3か月

11回

太極拳 山下 千賀子 毎週木曜
15:30～16:45 23,641円3か月

11回

リズムトレーニングからはじめる ヒップホップダンス 中野 はるみ 第1・2・3土曜
17：20～18：30 19,342円3か月

9回

大人のためのクラシックバレエ 毎週月曜
19：00～20：30 34,473円3か月

12回
橘バレエ学校
仙台教室

田原 豊道
若林 千恵子
細川 玲子
大友 福美
田原 豊道 
渡部 弥穂
後藤 さつき

月曜

金曜

3か月
12回 25,790円

10,746円3か月
5回

ホームヨーガ 
呼吸ひとつであなたも変わる !

毎週月曜
12：45～14：15

第2・4金曜
18:30～20:00

師範

基礎
花架拳

第3金曜
13:30～14:30

第3金曜
14:35～15:45

イリマ カラニ マキ［監修］
星 眞智子

27,939円

34,257円

3か月
13回

入門

中級
ステキにハワイアンフラ

毎週日曜
12:45～14:00

毎週日曜
12:45～14:20

混合パステル画入門 石井 希代子 第1・3金曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

日曜アトリエ ～自由な画材で～ 佐々木 津也 第2・4日曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

はじめての水墨画 丹野 蒼仙 第2金曜
13：00～15：00 14,320円6か月

6回

墨画 菅原 康子 第1・3月曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

俳画入門 千葉 卯 第1・3火曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

消しゴムスタンプ 佐々木 久美子 第2土曜
10：00～12：00 14,320円6か月

6回

楽しいはがき絵 梶川 陽子 第3木曜
13：00～15：00 14,320円6か月

6回

木版画入門 奥村 昭子 第1・3金曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

たのしい似顔絵教室 がんじー 第1・3火曜
10:00～12:00 14,320円3か月

6回

野村重存の水彩で描く風景画教室 野村 重存 第1木曜
9:30～12:00 8,596円3か月

2回

写真　竹内教室（土） 竹内 正 第2・4土曜
18：00～20：00 14,320円3か月

6回

花のスケッチ淡彩画 佐々木 みどり 第1・3火曜
10:00～12:00 14,320円3か月

6回

古山拓の透明水彩スケッチ画 古山 拓 第2・4金曜
10:00～12:00

会員12,960円
一般15,768円

3か月
5回

はじめての水彩色鉛筆画 安達 純子 第1・3月曜
10:00～12:00 14,320円3か月

6回

油絵　鈴木教室（月） 鈴木 宏幸 第1・3月曜
10:00～12:00 14,320円3か月

6回

はじめての墨画 一関 恵美 第2・4日曜
10:00～12:00 14,320円3か月

6回

水彩画
加藤 潤

第1・3月曜
15:00～17:00

14,320円3か月
6回

楽しく描こう 杜の絵画アトリエ 第1・3木曜
13:00～15:00

写真　小野教室 小野 幹 第2・4日曜
10:00～12:00 13,737円3か月

6回

感動を絵筆で残そう ～みんなで楽しむ絵画教室～ 鈴木 隆 第2・4土曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

デジタルカメラ・
パソコンを使いこなす 米山 光昭

第2・4金曜
10:00～12:00
第1・3火曜

13:00～15:00

18,921円

会員20,023円
一般22,226円

3か月
6回

写真　米山教室（月） 第2・4月曜
13：00～15：00 16,200円

新・仏画入門 ※最初の1時間は講話です 細谷 智晴
安井 妙洋

第1土曜
13：00～16：00 25,012円6か月

6回

能島 千明 6か月
6回

油絵　高橋教室（火） 高橋 幸造 第1・3火曜
13：30～15：30 14,320円3か月

6回

能島千明の基礎デッサン 第3日曜
10:00～12:00 17,884円

第3土曜
15:45～17:45

風景水彩画のコツ

お勤め帰りの風景水彩画

柴田 治
午前

午後

日本画を楽しむ 天笠 慶子
第2・4土曜

 9：45～12：00 14,320円3か月
6回第2・4土曜

13：15～15：30

午前

午後

絵手紙 伊藤 正子

第1月曜
13:00～15:00

14,320円6か月
6回

第1水曜
10:00～12:00
第1水曜

13:00～15:00
第2水曜

13:00～15:00
第1木曜

10:00～12:00

第1月曜

第1水曜午前

第1水曜午後

第2水曜

第1木曜午前

パステル画入門 相沢 忠雄
第1・3火曜

10:00～12:00 14,320円3か月
6回第2・4火曜

10:00～12:00

第1・3火曜

第2・4火曜

能島千明の日本画研究科
第3土曜

13:30～15:30 20,023円
13：30

15：45

日曜

第1・3水曜
18：30～20：30

14,320円3か月
6回

第2・4月曜
10:00～12:00
第2・4月曜

13:00 ～ 15:00
第2・4日曜

13:00 ～ 15:00

ボタニカルアート 杉崎 紀世彦
杉崎　文子

10：00

12：30

14：45

15,811円3か月
6回

第1・3土曜
10:00～12:00
第1・3土曜

12:30～14:30
第1・3土曜

14:45～16:45

 3か月
集中

応用編

画像処理



（4）NHK文化センター仙台教室 2016年10月期全講座案内TEL.

指定火曜里山を歩く ～初心者のための登山教室～ 鈴木 茂
宮澤 宏

3か月
3回 48,600円

第3火曜森林のんびり歩き 仲村 得喜秀 6か月
4回 43,200円

指定火曜四季の道 らくらく歩き
布田 忠平 3か月

3回
32,400円

指定水曜野みち山道ウォーキング 30,780円

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

仙台
スイミング
スクール

女性のための水中ウォーキング 水中歩行健康教室
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　

ママとベビーのスイミング教室
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 19,440円

第1・2・3木曜
10：00～12：30
第1・2・3木曜
13：30～16：00

3か月
9回

午前

午後
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

8,748円3か月
6回

第1・3土曜

第2・4土曜

日曜 A

日曜 B

会場／仙台市泉区長命ヶ丘1-2-10
TEL 022-378-2929

フラメンコを楽しく
会場／中央通りダイエー向・山野楽器仙台店 モレーナ 毎週日曜

11:00～12:15 23,760円3か月
11回

火曜、金曜
13:30～14:15

3か月
10回

10,800円
（傷害保険含む）

土曜
10:00～11:00

木曜
11:00～12:00

14,040円
（傷害保険含む）

月曜
11:00～12:00

第1・3土曜 15：00～17：00

第2・4土曜 15：00～17：00

第2・4日曜 10：00～12：00

第2・4日曜 13：00～15：00

提携講座 別会場・教材費別途

邦楽・舞踊 教材費別途

文化譜による三味線入門

●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/10/5）
●14,320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、やさしく指導し
ます。わかりやすい当派の「文
化譜」を使ってのお稽古です。

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

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10/11）
●14,040円（3か月5回）

日本の音楽 篠笛を楽しみましょう。こ
の講座では、さらに良い音色と演奏力
を高めるためのテクニックを中心に
学びます。篠笛曲、長唄、おはやし等
様々なジャンルの曲を楽しみましょう。

講座名 講師名 曜日 期間・回数 受講料

◆行先、カリキュラムはお問い合わせ下さい。 ◆最少催行人数は原則15名です。
人数が少数の場合、開講しないことがあります。 ◆交通費、入館料、入浴料、昼食
代など別途必要な講座もあります。 ◆天候、花の時期などにより日程・場所が変
更になることもあります。 ◆傷害保険に加入しています。　

現地講座は電話・
窓口のみの受付です

指定水曜ネイチャーフォト 竹内 正 34,668円
3か月
4回

公園お出かけノルディック
ウォークとこだわりランチ

菅原 敏幸

三浦 大輔

第3月曜

第1水曜

3か月
3回

現地講座
ーバス発着地点ー

泉中央駅出発泉 現地集合・解散現仙台駅出発仙

指定水曜 29,160円花ハイキング 三島木 正子 3か月
2回

第4木曜ふるさと文化とそばの旅 神山 一志 35,640円
3か月
3回

第3土曜花・草木といにしえ人の色 小野 正之 33,480円
3か月
2回

9,720円
昼食代4,860円

月曜

水曜

泉

泉

泉

泉

仙

仙

仙

仙

現

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

書道かな（月） 軽部 喜友 第1・3月曜
13：00～15：00 14,320円3か月

6回

書道現代書 長井 四枝 第1・3金曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

刻字 後藤 大峰 第1・3木曜
15:30～17:30 14,320円3か月

6回

●カリグラファーズギルド会員 大友 由香里
●第1・3火曜 10:00〜12:00（初講日10/4）
●第1・3水曜 18:15〜20:15（初講日10/5）
●各 14,320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。カード
やカレンダー作りなども楽しみます。

●日本てん刻連盟会員 千田 務
●第2・4金曜 18:00〜20:00（初講日10/14）
●14,320円（3か月6回）

●仙台市内各種まち歩きの会 ガイド
●原則第2水曜 13:00〜15:00（初講日10/12）
●16,200円（6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。

小筆に親しむ 青葉 笛翠

第1・3火曜
10:00～12:00

14,320円3か月
6回第2・4木曜

10:00～12:00

書道教室 ～かなの美を求めて～ 門間 翠葉 第1・3火曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

ちょっとおしゃれな大人文字 「あそびま書」 鈴木 蘭華 第2・4日曜
10:00～12:00 12,895円3か月

6回

書道・はじめての漢字 遠藤 芙蓉 第2・4土曜
16:00～17:30

14,320円
こども10,756円

3か月
6回

カリグラフィーを楽しむ（火・水）てん刻

書道・ペン字 教材費別途

教材費別途

何気なく歩いている町並みの
中に、いろいろな歴史が隠れて
います。経験豊かな、まち歩き
ガイドの案内で、身近な歴史と
文化を再発見しましょう。

火曜

木曜

ペン習字と実用書道 畠澤 恵祥

第2・4金曜
13:00～15:00

14,320円3か月
6回第2・4木曜

18:00～20:00

金曜

木曜

謡曲　宝生流 藤掛 和男 第2・4土曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

松山 隆雄 14,288円3か月
3回仕舞 第4火曜

16：15～17：15

松山 隆雄 14,288円3か月
3回謡曲 第4火曜

15:00～16:00

大正琴（水） 平塚 雅雄 毎週水曜
15：15～17：15 28,641円3か月

12回

大正琴（土） 渡部 佳子 第1・3土曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

民謡 安藤 とし子 毎週水曜
10:00～11:30 28,641円3か月

12回

民謡舞踊 横田 京子 毎週木曜
13:00～15:00 28,641円3か月

12回

日本舞踊　花柳流 花柳 雅好 毎週月曜
10:00～12:00 28,641円3か月

12回

日本舞踊 藤間流 藤間 いく子 毎週土曜
10:00～12:00

会員28,641円
こども25,790円

3か月
12回

尺八・古典本曲 泉 武夫 第2・4水曜
18：15～20：00 11,934円3か月

5回

たのしい篠笛 さとう くみこ 第2・4日曜
13:30～15:30 14,320円3か月

6回

謡曲　観世流 山下 三千夫 毎週木曜
10:00～12:00 28,641円3か月

12回

筝曲　生田流（水） 毎週水曜
18:00～20:00 28,641円3か月

12回須藤 操鈴

津軽三味線 第1・2・3木曜
13:00～14:30 21,481円3か月

9回
数又 利夫 
庄子 功

箏曲　生田流・三弦 鶴巻 春雲1・3月曜

月曜

2・4月曜
14,320円3か月

6回

3か月
12回

第1・3月曜
15：30～17：30

毎週月曜
15：30～17：30

第2・4月曜
18：00～20：00

28,641円

文化筝 山田 一邦 第2・4金曜
15:30～17:30 14,320円3か月

6回

初心者
加屋本 正一

経験者

三線（さんしん）で
島唄をうたう

第2・4土曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回第2・4土曜
15:30～17:30

午前
庄子 国槇

午後
詩吟

第2・4火曜
10:30～12:30 11,934円3か月

5回第2・4火曜
12:50～14:50

「全講座案内」の見方 
●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、祝日、その他の都合により増減する場合があります。

放送日
総合テレビ
再放送（総合）
BSプレミアム今だって、愛と勇気の

旗をかかげていいんだ。

作　　三谷幸喜
音楽　服部隆之
題字　挾土秀平

日曜午後８時
土曜午後１時５分
日曜午後６時

仙台歴史まち歩き現
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講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

くらし・ビジネス 教材費別途

お酒は世界の文化。ただ飲むだけでな
く、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。

フランスだけでも400種類以上、ヨーロッパ
はまさにチーズの宝庫。毎回一つの国をテー
マに、チーズの歴史やワインとの相性、料理へ
の応用までその味わいを楽しみながら学び
ます。　【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）

チーズレッスン ～チーズで旅するヨーロッパ～ソムリエが語る！お酒の奥深い世界

●フランスチーズ鑑評騎士・チーズプロフェショナル 足立 武彦
　チーズプロフェッショナル 足立 恵美
●第3木曜 19:00～ 20:45（初講日10/20）
●13,737円（6か月6回）　教材費16,200円

人相学・手相学
高島 忠伯

第1・3木曜
15:30～17:00 ３か月

6回 14,320円
九星気学 第1・3火曜

13:00～14:30

足立 武彦
足立 恵美

6か月
6回ワインの魅力を探る 第4木曜

18:15～20:00
14,320円

教材費12,960円

四季を彩る楽しいガーデニング 佐藤 洋子
第1月曜

13：00～15：00 14,320円6か月
6回

14,320円
教材費4,011円ハーブを暮らしに活かす 宍戸 多恵子

第2・4木曜
10:30～12:00

3か月
6回

「うちカフェ」を楽しむ ～珈琲と紅茶の美味しい淹れ方～ 三浦 由美子 第2日曜
13:30～15:00

7,160円
教材費3,240円

3か月
3回

14,320円
教材費12,960円呑ん兵衛の寺子屋 日本酒入門塾 第3火曜

19:00～20:30
6か月
6回

折り紙 ～四季折々～ 齋藤 奈美子
第3土曜

10:00～12:00 12,895円6か月
6回

心に届く声を磨く 話し方入門
佐藤 知子

第1・3月曜
10:30～12:00

14,320円3か月
6回

すぐに役立つ ！ 話し方の基礎レッスン 第1・3火曜
19:00～20:30

ジャグリング入門 結城 敬介 第2・4木曜
18:30～20:00 15,811円3か月

6回

前で結んでクルッと回して ！ 前結び着付け教室
中村 あけみ

第2・4金曜
10:00～12:30 14,320円3か月

6回

【無料体験】前結び着付け教室 指定金曜
13:00～15:00 会員・一般 無料9/23（金）

佐藤 幸博

第1・3木曜
18:30～20:30

15,811円
囲碁入門　午後クラス

初心者のための囲碁　夜クラス
菊川　悟

第1・3金曜
13:15～15:15 3か月

6回

女性麻雀教室 郷内 武広

各 第1・3金曜
13：30～17：00 3か月

6回各 第2・4金曜
13：30～17：00

入　門
上　達
実践Ａ
実践B

17,884円
教材費9,720円そば打ち教室 ～十割そばに挑戦～ 我妻 敏彦 第1・3土曜

15:30～17:30
3か月
6回

●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10/12）
●14,320円（6か月6回）　教材費12,312円

12,895円

13,608円

手芸 教材費別途

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。

スウェーデンニットクラフト

●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10/24）
●14,320円（3か月6回）

織り機を使ってブローチ、ネックレ
ス、バッグ等を織り上げます。心をこ
めて作り上げ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。織り機を使わないビーズ
アート作品も作っていきます。

ビーズ織りとビーズアート

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

ビーズ・アクセサリー 増田 郁子 第3金曜
18：30～20：00 14,320円6か月

6回

貼り絵アート 3色シートで素敵な絵を描こう 糸谷 麗楓 第3火曜
10：00～12：00 14,320円6か月

6回

絹糸のたからもの 加賀の指ぬき 小斎 恭代 第1土曜
10:00～12:00 21,448円6か月

6回

パリスタイルのタッセル 横田 陽子 第3木曜
10：00～12：00 17,884円6か月

6回

大人の女性のための ハンドメイドアクセサリー 佐藤 洋子 第3火曜
13：00～15：00 14,320円6か月

6回

ポジャギ 伝統の色あわせを楽しむ ジョン・ヨンヒ 第2・4水曜
9:45～12:00 14,904円3か月

5回

ジュエリーエンブロイダリー
鈴木 博子

第2・4日曜
10:00～12:00 14,320円

3か月
6回コスチュームジュエリーメイキング 第2・4月曜

10:00～12:00 14,320円

染めを楽しむ 大竹 英子 第1・3水曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

フェルトメーキング 遠藤 満里子 第2木曜
10:00～12:00 14,320円6か月

6回

つまみ細工 阿部 美枝 第4水曜
13:00～16:00 7,516円3か月

3回

布絵本をつくる 穂積 智津子 第1水曜
13:00～15:00 14,320円6か月

6回

お気に入りの布で小物作り ～手作りのある暮らし～ 深瀬 恵子 指定金曜
10:00～12:00 6,447円3か月

3回

戸塚刺しゅう 渡部 恵子 第2・4金曜
13：00～15：00 14,320円3か月

6回

第2・4水曜 大森 静枝
大谷 信子

大森 静枝
細道 恵子第1・3木曜

津軽こぎん刺し

第2・4水曜
13：00～15：00

14,320円3か月
6回

第1・3木曜
13：00～15：00

草乃しずかの日本刺しゅう 草乃 しずか［監修］
武藤 淳子

第2・4月曜
10：30～12：30 17,884円3か月

6回

パッチワークとキルト 飯岡 絹子［監修］
石崎 智恵子

第2・4木曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

キャシー中島のハワイアンキルト 冨澤 眞理子
伊藤 幸子

第1・3水曜
10:00～12:00 21,448円3か月

6回

サコタカコの創作ビーズ織り 佐古 孝子［監修］
早坂 るみ子

第4金曜
13：00～15：00 14,904円6か月

5回

内藤乃武子のちりめんのお細工物 内藤 乃武子［監修］
飯田 和世

第2月曜
12:30～16:00 21,448円6か月

6回

あらきかずこのフリーレース 大竹 英子
三浦 康子

第4金曜
13：00～15：00 14,320円6か月

6回

14,320円大滝博子の人形教室 大滝 博子
浅田 良子

第2・4火曜
10:00～12:00

3か月
6回

リフォーム洋裁 佐々木 玲子
13：00 第2・4火曜

13:00～15:00
14,320円3か月

6回
15：30 第2・4火曜

15:30～17:30

14,320円

17,884円

14,320円

17,884円

初歩からの和裁教室 草野 直子

昼・初級 第1・3木曜
15:30～17:30

第2・4水曜
18:30～20:30

3か月
6回

昼・自由科

夜・初級

夜・自由科

手軽で楽しい手織りと手編み 佐藤 咲子
手織り 第2・4金曜

10：00～12：00 14,320円3か月
6回

手編み

日本刺しゅう（午前・午後） 佐藤 玲子
午前 第1・3土曜

10:00～12:00
14,320円3か月

6回
午後 第1・3土曜

13:00～15:00

25,012円

28,576円
佐藤せつの和紙ちぎり絵 高橋 佐都子

本科 第2木曜
10:00～15:00

6か月
6回

研究科

●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10/4）
●14,320円（3か月6回）　

つり雛・傘福のお細工物教室 安部 英子 第2・4木曜
13:00～16:00 14,320円3か月

6回

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

英
会
話

そ
の
他
の
外
国
語

月曜英会話（初級）

カール英会話
スクール講師

毎週月曜
9：50～10：50 24,494円

月曜英会話（中級）

60歳からの英会話（月：中級）

毎週月曜
11：00～12：15

25,790円

3か月
12回

毎週月曜
15：20～16：30

水曜英会話（初級） ジェイムズ
英会話講師

毎週水曜
13：00～14：00 22,453円

3か月
11回

水曜英会話（中級） 毎週水曜
14：10～15：25 23,641円

ハングル（初級）
李 泰憲（イ テホン）
李 恵領（イ へリョン）

毎週水曜
12:20～13:20

23,641円3か月
11回

ハングル（中級） 毎週水曜
13:30～14:30

初歩から始めるゆっくり英会話 毎週木曜
13:00～14:00フリーコム英会話講師 28,641円3か月

12回

英語で伝える日本の文化 第2・4火曜
10:00～12:00松本 洋子 17,884円3か月

6回

イタリア語初級 毎週土曜
15：30～17：00

ラファエレ・マンブリーニ 27,939円3か月
13回

フランス語（初級） 第2・4火曜
13:00～14:00フィリップ・ブラシェ 12,895円3か月

6回

イタリア語入門 毎週土曜
13:30～15:00

楽しく学ぶポルトガル語 毎週火曜
17:00～18:30大槻・ヴァレリア・ハルエ 28,641円3か月

12回

25,790円

初級からの英会話

基礎からの英会話

毎週金曜
15:30～16:30

毎週金曜
16:45～17:45

丹野 由佳子
3か月
12回

アリアンス・フランセーズ
仙台講師

28,641円3か月
12回

フランス語（基礎） 毎週木曜
9:45～10:45

毎週木曜
11:00～12:00フランス語（入門）

バレーラ・ルナ・アルトゥーロ 25,790円
3か月
12回スペイン語（入門～中級） 毎週木曜

18:30～19:30

外国語講座 ※受講希望の方は、事前に必ずご見学ください。 
※外国人講師が一時帰国するなどで、代行の講師に
　なる場合があります。 
※テキスト代が別途かかります。
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●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

芸術・歴史・文学 教材費別途

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

仏像への旅

●東北大学大学院文学研究科教授 長岡 龍作
●第1・3金曜 10:30～12:00（初講日10/7）
●15,811円（3か月6回）

いつの時代も人々の思いと共にある仏
像。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
せる人々の思いと触れ合っていきます。

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10/22）
●15,811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。

中世・伊達氏とその世界
～「伊達治家記録」を読む～

岡田 清一 第3木曜
10：00～12：00 15,811円6か月

6回

風土と宗教 ～砂漠の修道院・いのちを語り継ぐ物語～ 山形 孝夫 第1・3金曜
10:30～12:00 15,811円3か月

6回

5,270円古代ギリシア・ローマの美術を見る 芳賀 京子 指定木曜
10:00～11:30

2か月
2回

15,811円古代地中海世界の社会史 松本 宣郎 第2・4金曜
15:30～17:00

3か月
6回

7,905円西洋美術への誘い 渡辺 健治 第3月曜
13:30～15:00

6か月
3回

13,176円ジャズのあじわい ～ジャズの街 仙台～ 榊原 光裕
佐藤 聡子

第1金曜
18:30～20:00

5か月
5回

16,848円イスラームの歴史と文化 大河原 知樹 第2・4火曜
13:00～14:30

3か月
6回

16,848円シネマへの招待 荒井 幸博 第2・4月曜
13:30～15:00

3か月
6回

西洋美術史 桜田 雅子 第4火曜
13:00～14:30 15,811円6か月

6回

ブリテン諸島の歴史と文化
～イギリスという国の素顔～

有光 秀行 第1・3月曜
10:00～11:30 15,811円3か月

6回

イタリアを丸ごと楽しむ
鈴木 昭裕

第1・3月曜
13:00～14:30 16,459円3か月

6回

ヨーロッパの装飾芸術・デザイン 吉村 典子 第1金曜
10:00～11:30 15,811円6か月

6回

オペラ鑑賞入門 森田 稔 第4金曜
10:00～12:00 15,811円6か月

6回

バロック音楽の楽しみ
モンテヴェルデイからバッハまで

第2・4金曜
13：00～14：30

こんなに素敵なクラシック音楽♪
～ピアニストと再発見しましょ！～

田原 さえ 第2火曜
10:30～12:00 15,811円6か月

6回

仏像の魅力 基礎から学ぶ仏教美術 門脇 佳代子 第4木曜
10:00～11:30 15,811円6か月

6回

「百人一首」雪月花 青野 澄子 第2水曜
13:30～15:00 15,811円6か月

6回

大向う歌舞伎噺 ～歌舞伎の楽しみ方～ 第1火曜
18:30～20:00 17,884円6か月

6回

歌舞伎の魅力
～これから歌舞伎を楽しむために～ 大須賀 豊

第1・3火曜
13:30～15:00 15,811円3か月

6回

浄土仏教の人びと 前田 至正 第2・4月曜
13:00～14:30 15,811円3か月

6回

漢詩を読む 佐竹 保子 第3水曜
10:30～12:00 15,811円6か月

6回

古文書から読み解く織田信長 松尾 剛次 第4土曜
13:00～14:30 15,811円6か月

6回

源氏物語を楽しむ 齋藤 奈美 第2・4火曜
10:30～12:00 31,622円6か月

12回

日本の絵画 ～季節の風物～ 畠山 浩一 第1木曜
13:00～14:30 15,811円6か月

6回

筆武将・伊達政宗のメッセージ 佐藤 憲一 第2・4月曜
13:00～14:30 16,848円3か月

6回

万葉集・人間模様
犬飼 公之

第3金曜
10：30～12：00

15,811円6か月
6回神話への旅「古事記」を読む 第2金曜

10：３0～１2：００

たのしい川柳

●川柳杜人社代表 山河 舞句
●第2・4土曜 13:00〜15:00（初講日10/8）
●14,320円（3か月6回）

私・友人・恋人・家族・自然・社会の喜怒哀楽を感情をこめて
十七音字で表現するのが現代川柳です。元アナウンサーの講
師が、言葉や朗読の魅力をまじえて講義と実作指導します。

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10/7）
●15,811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。

文芸・文章 教材費別途

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

俳句Ａ 小林 里子 第1木曜
10:00～12:00 11,934円6か月

5回

俳句に親しむ 篠沢 亜月 第1月曜
13:30～15:30 14,320円6か月

6回

続・俳句を始めるための準備クラス 篠沢 亜月 第4月曜
13:30～15:30 6,739円3か月

3回

短歌 伊達 忠敏 第1土曜
13:00～15:00 14,320円6か月

6回

短歌 ～表現の喜び～
徳山 高明

第1・3水曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回短歌 ～創作と鑑賞～ 第2・4土曜
10：00～12：00

俳句B 白鳥 耕子 第3木曜
10：00～12：00 14,320円6か月

6回

現代俳句 渡辺 誠一郎 第1・3土曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

はじめての短歌教室 大瀧 保 第4木曜
13:00～15:00 7,160円3か月

３回

文章教室 南條 成子 第2・4水曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

木曜

水曜

文芸作品の朗読 沼沢 郁子 16,459円3か月
6回

第2・4木曜
15:00～17:00

第1・3水曜
10：00～12：00

金曜

土曜

第2・4金曜
10：00～12：00
第2・4土曜

15：30～17：30

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10/13）
●16,848円（3か月6回）

私たちの住む地域には、解読されて
いない古文書がまだまだ残されてい
ます。古文書を解読する基礎を学びな
がら、地域の歴史の新しい発見を一
緒に楽しみましょう。

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10/16）
●11,469円（3か月6回）

時代の空気をはらみながら、生け花の
心を織り込む花の世界を楽しみましょ
う。立花調フレッシュや、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、プリザーブドフラワーま
でレッスンします。

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

いけばな・花アレンジ 教材費・花材費別途

カリキュラム 12,895円
花材費5,832円花のアトリエ草月流 丹野 霞園 第1・3木曜

18:00～20:30
3か月
6回

マスター 14,320円
花材費6,480円

本科 21,027円
フラワーデザイン 佐藤 洋子

専攻科 7,160円

基礎科 第2水曜
12:30～14:00 6か月

6回第2水曜
14:15～15:45

茶花 田中 仙融
本科

17,884円
花材費8,424円

19,375円
花材費7,128円

21,448円
花材費9,720円

四季の茶花入門 渡辺 仙美 第3月曜
13:30～15:00

6か月
6回

本科

いけばな池坊 雪江 柳華 毎週火曜
17：00～20：00

21,027円
花材費9,504円

3か月
11回研究科

専門科

23,641円
花材費11,880円

26,254円
花材費11,880円

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1・3月曜 18:30〜20:00（初講日10/3）
●第2・4水曜 10:30〜12:00（初講日10/12）
●各 14,320円（3か月6回）　花材費7,776円

広山流では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
に心を配りながら、植物本来の風情を
活かしていけてみましょう。

浮世絵をよむ～東海道五十三次（歌川広重／保永堂版）

●岩松 美代
●指定日曜 13:00～14:30（10/23、11/27、12/18）
●8,424円（3か月3回）

広重の東海道五十三次（保永堂版）の復
刻版を鑑賞しながら、浮世絵で旅をして
みませんか。それぞれの絵には毎回発
見があります。当時の暮らしを理解する
ためのエピソードも、ご紹介します。

毎週水曜
10:00～11:30
第3水曜

10:00～11:30

3か月
11回
3か月
3回

「平家物語」の名場面を読む ～物語の感動を味わう～ 鈴木 則郎 第2・4木曜
13:30～15:00 15,811円3か月

6回

研究科

本科

小原流いけばな
草刈 光露
保原 光霞

毎週水曜
15：30～20：00

23,641円
花材費10,692円

21,027円
花材費9,504円

3か月
11回

教授科 26,254円
花材費11,880円

短歌を楽しむ ～実作を通して～ 齋藤 芳生 第2・4水曜
10:00～12:00 14,320円3か月

6回
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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10/2）
●10,756円（3か月6回）　

こころを開放し
て、絵画をはじめ
紙粘土、木工など
を自由な想像力
で創作してみま
しょう。幼稚園～
中学生対象です。

音楽 教材費別途

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。

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
　日本ハーモニカ芸術協会公認指導員 伊石 昌弘
●第2・4木曜 18:00～ 20:00（初講日10/13）
●14,320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。

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10/6）
●14,320円（3か月6回）　

体が楽器、思い切り声を出してみましょう！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。

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10/6）
●15,811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。

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10/7）
●15,033円（3か月6回）

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

12,895円キッズチアダンス（小2～小6） 丹野 絵里 第2・4日曜
11：10～12：10

3か月
6回

16,135円こどもヒップホップ 中野 はるみ 第1・2・3土曜
15:30～17:00

3か月
9回

5,378円創作イラスト・まんが教室 うなぎ 第4日曜
10:00～11:30

3か月
3回

11,469円こども囲碁 菊川 悟 第1・3日曜
13:00～15:00

3か月
6回

こども講座 教材費別途

キッズチアダンス（4歳～小1）

●日本チアダンス協会公認インストラクター 丹野 絵里
●第2・4日曜 10:00〜11:00（初講日10/9）
●12,895円（3か月6回）

いま話題のキッズチ
アダンス。お子さんに
体験させてみません
か？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少しずつ練
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。

遊びがいっぱい親子らんど

●幼児教室講師 宮本 和恵、山口　志おり
●第1・2・3金曜 10:00〜11:30（初講日10/7）
●16,135円（3か月9回）　※兄弟割引あり

大事な乳幼児
の時期に母と子
のふれあいを
深め、心と体の
調和のとれた発
達を助けるために、遊びを通して学び
ます。母子参加型の楽しい講座です。
（6か月～未就園児） 

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

工芸 道具・教材費別途

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10/24）
●14,320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。

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10/2）
●14,320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。

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10/16）
●18,597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。

茶道・香道・礼法 教材費別途

はちのす会木彫教室 岡崎 良則 第1・3土曜
10：00～12：00 15,811円3か月

6回

水引工芸 佐藤 照子 第1・3金曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

漆工芸　蒔絵と金繕い 渡邊 栄一 第2・4月曜
13:30～15:30 14,320円3か月

6回

七宝 南舘 真貴子 第1・3日曜
10:00～12:00 17,884円3か月

6回

表装 佐藤 利次

第1・3木曜
12:30～14:50

20,023円3か月
6回第1・3木曜

15:20～17:40

花・草木といにしえ人の色 草木染 小野 正之 第1金曜
10:00～12:00 7,160円3か月

3回

つるを編む 菅 常子 第1・3月曜
10:00～12:00 14,320円3か月

6回

カルトナージュ ～暮らしの中のフレンチ小物～ 横田 陽子 第2水曜
10：00～12：00 17,884円6か月

6回

レザークラフト 岩佐 昱子 第2・4木曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

昼
番田 美紀

夜
15,811円ヨーロピアンポーセリンアート 6か月

6回

第4水曜
13:00～15:00

第4水曜
18:30～20:30

初　級

中　級

上　級

師範科

研究科 3か月
3回

14,320円

17,236円

18,597円

9,298円

サロン・ド・デコパージュ 庄子 三千枝
安曇 由香利

3か月
6回

第1・3金曜
10：00～12：00

第3金曜
10：00～12：00

A

B

仏像彫刻入門 林 浩照

第1・3土曜
17:15～20:15

15,811円3か月
6回第2・4火曜

13:00～16:00

土曜

火曜

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

茶道　表千家 髙野 宗絢 第1・3火曜
13:00～16:00

12,895円
水屋料4,536円

3か月
6回

日曜茶の湯裏千家 ～基礎からお茶室巡りまで～ 高橋 宗孝
田邊 宗裕

第1・3日曜
10：00～13：30

12,895円
水屋料4,536円

3か月
6回

大日本茶道学会 相澤 仙静 第1・3木曜
18：00～20:20

12,895円
水屋料4,536円

3か月
6回

午後
茶道　裏千家

佐々木 宗孝
田邊 宗裕

第1・2・3金曜
13:00～15:00 19,342円

水屋料6,804円
3か月
9回

夜 第1・2・3金曜
18:00～20:20

初級
小笠原流 惣領家礼法 佐藤 菱悦

第1・3土曜
13:20～15:20

3か月
3回

3か月
6回 12,895円

21,448円上級 第3土曜
16:00～19:00

●御家流尭仙会師範 岩井 暁春［監修］
　御家流尭仙会師範 深沢 五百子
●午後 第1・3月曜 13:30〜15:30（初講日10/3）
●夜 　第1・3月曜 18:00〜20:00（初講日10/3）
●各 14,320円（3か月6回）　香木料9,720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。

香道（午後・夜）

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10/13）
●14,320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。

講座名 講師名 曜日・時間 期間・回数 受講料

演歌・心をうたう 相馬 和正 第2・4水曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

なつかしのうたごえ喫茶 南部 敏郎 

第2・4火曜
15:00～16:30

第1・3水曜
13:30～15:00

12,895円3か月
6回

ジャズ・ポピュラーを唄う 石森 公子 毎週水曜
13:00～15：00 28,641円3か月

12回

童謡・抒情歌、ポピュラー歌曲をご一緒に 佐藤 ミエ
相澤 やよい

第1・3金曜
13:00～15:00 14,320円3か月

6回

アルプス音楽「ヨーデル」をうたう 佐藤 憲男 第1・3木曜
18:30～20:00 15,811円3か月

6回

初めてのボイストレーニング 都築 紘子 2・4水曜
18:00～20:00 14,320円3か月

6回

さわやかコーラス 姉歯 けい子
菊池 朋子

毎週月曜
10:00～12:00 25,790円3か月

12回

カラオケに強くなる！ポップスを歌う 谷 かほる 第2・4木曜
18:30～20:00 15,811円3か月

6回

ウクレレで歌おう 高橋 研一 第2・4月曜
15:30～17:00 14,320円3か月

6回

オカリナ 萱場 由美 第2・4水曜
10:30～12:30 14,320円3か月

6回

バイオリンを弾こう 石田 恵子 第2・4火曜
10：00～12：00 14,320円3か月

6回

やさしいハーモニカ 永坂 洋子 第2・4木曜
15:15～17:15 14,320円3か月

6回

マンドリンアンサンブルを楽しむ 第1・3日曜
10：30～12：30 15,811円3か月

6回

マンドリン
高橋 五郎

第1・3金曜
15:30～17:30 14,320円3か月

6回

午前

松田 伸子
午前・午後

楽しいコーラス

第1・3水曜
10:00～12:00 12,895円3か月

6回

19,342円3か月
9回

第1・3水曜
10：00～12：00

第2水曜
15：30～17：30

月曜

佐藤 よしみ火曜 13：00

火曜 14：30

シャンソン

毎週月曜
15：00～17：00

3か月
12回 28,641円毎週火曜

13：00～14：30

毎週火曜
14：30～16：30

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 14,320円3か月

6回

石森 公子50歳からのピアノ教室
第2・4金曜

13:00～14:30
17,236円

3か月
6回第2・4金曜

14:45～16:15

火曜

水曜

入門

中級

●裏千家準教授 佐藤 宗以
●昼 第1・3水曜 13:00〜15:00（初講日10/5）
●夜 第1・3水曜 18:30〜20:30（初講日10/5）
●各 12,895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。

椅子席で楽しむ茶の湯入門（昼・夜）



「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

外国の方に伝えたい宮城の名所を英語で案内
するコツを学びます。11月は歴史が息づく古都・
岩出山。政宗公が仙台
城を築いた後、歴代当
主たちの隠居所、また学
問所として使われた有
備館やその近くの中鉢
美術館も訪ねます。

英語でガイドしよう
～県北の古都、岩出山：旧有備館・中鉢美術館を訪ねて～

新年をすっきりきれいに迎えるための
整理収納のコツ
「年末の大掃除や新年の準備
が憂うつ…」毎年そんなお悩
みを抱えていませんか。この一
年間に溜まったモノの整理を
すると、大掃除が楽になります
よ。整理収納の正しい手順や
ポイントを学んで、新年をすっ
きりきれいに迎えましょう。

「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！
■着付の教室ではありませ
ん。途中休憩が入ります。

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～

①籠バッグ

②留袖のバッグ

「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
張りバッグを作ってみま
せんか。

【全2回】一閑張りで素敵なバッグを作りましょう
～籠バッグ・留袖のバッグ～

さとみの味噌講座
山形県産米、大豆で作る手作り味噌

「ふるさと納税」ってどん
な仕組みなの？家族に
上手に財産を残す方法
は？低金利の今の時代
を賢く生き、暮らしを守
るための方法について
お伝えします。

ふるさと納税から相続まで
シニアのための暮らし経済学

022-224-4811仙台教室お問い合わせ・お申し込みは、 へ！

●(株)清月記 一級葬祭ディレクター 吉田 健二
●会員・一般2,500円

10/30（日）10:00〜14:30 ●ファイナンシャルプランナー

　（株）Ligare 代表取締役 岡崎 孝弘（CFP®）
●会員2,100円 一般2,600円

10/27（木）10:00〜12:00

●寿司インストラクター協会認定講師 喜太郎ほか
●各 会員2,916円 一般3,456円　教材費2,592円

B 12/11（日）10:00～12:30

楽しく美味しい飾り巻き寿司

●『ようこそ星めぐり〜せんだい天文台だより』著者 髙橋 博子
●会員3,153円 一般3,715円

10/31（月）10:00～12:00

ようこそ星めぐり ～秋に楽しむ星空～

●マナープロトコールマスター 川島 ゆう子
●会員2,600円 一般3,100円　別途コピー代がかかります

11/26（土）13:30〜15:30

人を幸せにする「和」のマナー講座

●ヒューマン・サポート・カキョウ代表 鹿郷 健二
●会員2,246円 一般2,808円　教材費1,000円

10/8（土）10:00〜12:00

老い支度とエンディングノート

人生最後の大切なセレモニー「葬儀」を、自分
らしく行いたいと考える人が増えています。家
族葬、ホテル葬、音楽葬や、
海や山への散骨など…。い
ま元気なうちに情報を入手
し、自分らしさを伝えるため
の計画を立てておきません
か？セレモニーで提供され
るお食事の試食付きです。

●仏師 林 浩照
●第1・3土曜 17:15～20:15（初講日10/1）
●第2・4火曜 13:00～16:00（初講日10/11）
●各 15,811円（3か月6回）

●結の会講師 小斎 恭代
●第1土曜 10:00～12:00（初講日10/1）
●21,448円（6か月6回）　教材費別途

●画家 野村 重存
●第1木曜 9:30～12:00（初講日10/6）
●8,596円（3か月2回）

一生役立つ日本のマナーをご一緒に学び
ませんか？和のマナーに隠されている「訳」
を知れば、ナルホド！と納得。実践的に学ん
で、さすがと言
われるマナー美
人を目指しま
しょう。

●加藤義永刃物店 代表取締役 加藤 義靖
●会員2,365円 一般2,926円　砥石購入の方 別途1,350円

10/29（土）13:00〜15:00

プロに学ぶ包丁の研ぎ方
ご家庭の包丁をきちんと
メンテナンスしています
か。研ぎ方のコツをマス
ターすれば、最高の切れ
味に変わります。切れない
ストレスを解消して、お料
理をもっと楽しみましょう。
包丁の種類やお手入れ方
法などもお伝えします。

マイカラーステップアップ見つけよう！マイカラー
過去マイカラーを受講した方を
対象に、カラーコーディネートの
基本を学び似合う色を実際に活
用させるための講座です。たくさ
んのドレープを使って色の組み
合わせや配色を体験し、よりお似
合いの色を見つけます。

みなさんはどんなときに夜空を見上げたく
なりますか。この講座では、これからの季節
に見られる星座や宇宙
にまつわる様々な話題
を、分かりやすく、楽しく
ご紹介します。さあ、ご
一緒に星空散歩に出か
けませんか。

●美容学校メイクアップ講師 中塩 美津江
●会員6,800円 一般7,360円

10/21（金）13:00〜16:40

１日集中メイク基礎講座
メイクのお悩み解決！前半は理論を交えな
がらスキンケア、シミやくすみのカバー・リ
キッドファンデーションによるお肌作りな
ど。後半は、よいよポイントメイクです。1日
でフルメイクを実習いたし
ます。鏡やメイク用品は貸
出用もございます。お友達
と一緒に参加してみてはい
かがですか。

●（社）JAPAN絵本よみきかせ協会認定

　絵本よみきかせセラピスト 山田 昭彦
●会員2,808円 一般3,369円

12/19（月）13:00〜15:00

絵本よみきかせセラピー
この講座は、【絵本を通
して自分の心と向き合
い新たな可能性を生み
出す】ことを目指してい
く気付きと会話の講座
です。
テーマ『皆さんの本当に
欲しいものは何ですか』

●ラ・ベルヴィ主宰 横田 陽子
●会員2,810円 一般3,370円　教材費1,080円

9/14（水）10:00〜12:00

カルトナージュ ～リボン付きの布箱～
厚紙をベースに、布とリボンで素敵なボッ
クスを作ります。インテリアを彩る布箱はプ
レゼントにも喜ば
れます。布は当日
数種類からお選び
いただきます。 

透明感のあるリボンで作るバレリーナの様
なタッセル。バッグやポーチの可愛いアク
セサリーにな
ります。紐を
撚ったり、巻き
玉作りを体験
できる楽しい
講座です。

●サコタカコ創作ビーズ織り主宰 佐古 孝子
●会員2,808円 一般3,369円　教材費2,700円

10/28（金）13:00〜15:00

NHK「すてきにハンドメイド」6月号、紫陽花の
掲載を記念し、美しいスワロフスキービーズで
華麗なツーウェイペンダントを織り上げます。
華やかでモダンな雰囲気と清楚な色の変化で
チョーカーネックレス、ペ
ンダントにも楽しめます。
色は黄色、チェーン付で
す。織り機の貸出あり。

●帽子作家 山田 瑠璃 
●会員6,540円 一般7,090円　教材費6,480円

10/19（水）13:00〜17:00

フェルトの帽子
どなたにも似合うクロッシェを木型でかた
どったフェルトで作ります。つば（プリム）の
幅や形をかえたり、リボンなどでアレンジし
てオリジナルの帽子ができます。帽子の色
は黒と紺からお選びくだ
さい。

●フランスチーズ鑑評騎士 チーズプロフェッショナル 足立 武彦、足立 恵美
●会員2,484円 一般2,700円　教材費3,456円
●会場：チーズとワインの店「オー ボン フェルマン」
　仙台市青葉区上杉1-4-10庄建上杉ビル1階、青葉区役所裏側

12/1（木）19:00〜21:00

チーズ１日講座 ～本格チーズフォンデュに挑戦～
本場スイスのチーズ、グリュイエールとエメン
タールを使ったチーズフォンデュの作り方をマ
スターしませんか？チーズのプロが簡単で美
味しく出来るコツを伝授します。作った後は
フォンデュパーティ！ワインと共にたっぷり楽し
めるグルメな講座です。
アルコールの試飲がありますの
で、成人のみ受講可能です。車
でのご来場はご遠慮ください。

●アトリエ千日紅 橋本 年古
●会員5,616円 一般6,739円
　各 教材費12,960円（どちらか一つ）

9/27（火）13:00～16:30
9/28（水）10:00～12:00

●携帯インストラクター
●会員2,808円 一般3,369円

11/1（火）13:00〜16:30

らくらくスマートフォン教室
大画面で扱いやすく、初めて
の方でも迷わず操作できる
らくらくスマートフォン。電
話・メール・カメラ・インター
ネットからアプリの使い方ま
で、分かりやすくお教えしま
す。らくらくスマートフォン
(F-06F)はお貸しします。

●能力開発メンタルトレーナー 池江 俊博
●会員4,492円 一般4,838円　教材費60円

11/10（木）10:00〜12:00

はじめてのプチ速読
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。も
ちろん学習や仕事の効率も上
がります。お手軽・簡単・挫折
なし！半信半疑でも大丈夫。
たった2時間で一生ものの財
産を身につけませんか？

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。

●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

冬のおしゃれに！マフラー・ストールの上手な巻き方 
まもなく出番を迎えるマフ
ラーやストール。今年新しく
購入予定の方や新しい巻き
方を覚えたい方、まずはレッ
スンにご参加ください。いつ
ものファッションをもっとお
しゃれに暖かく、はっとする
スタイルに大変身しましょう！

ストレスと漢方

●ヨーガなちゅらる主宰 佐藤 由美
●各 会員・一般2,149円

足の基本体操とヨーガ

月の礼拝と呼吸・瞑想法
10/29（土）15：15～16：45

10/23（日）10：00～12：00 
はちみつマルセイユ石けん

11/18(金）10：00～12：00 
ラベンダーマルセイユ石けん

（エッセンシャルオイル入り）

C

B

10/ 7 （金）18：30～19：50A

11/18（金）18：30～19：50

歪みをとってデトックス
物理的な負荷・精神的なダメージ、気候等
により、身体は色々な歪みを生じます。
ヨーガのポーズ、呼吸法により歪みが矯正
され代謝・血液の流れが良くなり体内の毒
素が排出されます。

●ラ・ベルヴィ主宰 横田 陽子
●会員2,810円 一般3,370円　教材費1,080円

9/15（木）10:00〜12:00

パリスタイルのタッセル ～リボンタッセル プリセ～

●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

10/30（日）10:30〜15:30

絹糸のたからもの 加賀の指ぬき
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。

野村重存の水彩で描く風景画教室
NHK趣味悠々でおなじみの講師がデモンス
トレーションを交えて、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
をポイントご
とに解説。風
景写真を使っ
た水彩スケッ
チの実習も行
います。

仏像彫刻入門
仏像彫刻は難しいと思われがちですが、基
本さえつかめば決して難しいものではあり
ません。まずは木に触れて、刃をとってみま
しょう。少しずつ、木の棒は
仏様の形になることと思い
ます。みなさま方の心の一
仏が完成するまで、分かり
やすく指導します。

●genki・factory 佐藤 千夏
●会員2,600円 一般3,100円　教材費1,296円

10/31（月）13:00〜15:00

クラフトテープ ～北欧風バスケット～
紙からできているクラフトテープを使った
手芸です。ワイド幅のテープで斜めに編み
上げる北欧風のバスケットを作ります。

●ボディミラクルアドバイザー 吉川 知慧
●各 会員2,400円 一般2,900円　別途コピー代がかかります

B 9/21（水）18:50〜20:00

A 9/20（火）13:00〜14:10

体の歪みをとる体操
体の歪みをとり、「骨格」「筋力」を作る、幾通
りものパターンで、体の部位を動かすと同
時に心のくせも取れていきま
す。脳内がクリーンになり、活
性化して健康寿命も延びて
いくでしょう。年齢問わす、継
続していくことがカギです。

●整理収納アドバイザー 山﨑 真弓
●各 会員2,808円 一般3,369円

12/20（火）10：00～12：00 キッチン

11/29（火）10：00～12：00 リビング

10/21（金）10：00～12：00 年賀状整理

●レイの手作り石けん 清水 玲子
●各 会員2,246円 一般2,808円　教材費864円

肌にやさしい！手作り石けん
人気のはちみつとラ
ベンダーの石けんを
つくります。肌と環境
に優しい使い心地の
いい石けんです。

前で結んでクルッと回して！
前結び着付け教室
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。一人でも簡単前結
びで着物を着てみません
か？無料説明会をご受講の
上、お申込みください。

エンディングノートが今注目されています。
この講座では、家族に迷惑や負担をかけな
い、老後の心配事や不安
を解消するために、ノー
トに書くべき要素をやさ
しく解説します。

●会員3,153円 一般3,715円　教材費330円
●日本パーソナルカラー協会認定講師 野口 典子ほか

11/16（水）13:00〜15:00

お一人ずつ、お似合いの色「マイ
カラー」を診断します。若々しく綺
麗に演出してくれるサポートカ
ラーを理論的に探します。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！

●各 会員3,153円 一般3,715円　教材費220円

B

A

15:30～17:30
※A・Bクラスともに
　同じ内容となります。

10/28（金） 13:00～15:00 A 10/19（水）18:30〜20:00

Ｂ 11/ 5 （土）13:00〜14:30

●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10/14）
●14,320円（3か月6回）　

無料体験 9/23（金）13:00～15:00

エンディングライフ・セミナー
～私らしい終（しま）い方・大研究～

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。

●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（金）10:00〜12:00

英語でガイドしよう
～瑞巌寺と雄島～

●会員6,480円 一般7,560円（全2回） ●会員6,480円 一般7,560円（全2回）

11/15（火）10:00〜15:00（現地）

11/ 1 （火）10:00〜12:00（座学）

●通訳案内士 松本 洋子 
●会員6,480円 一般7,560円

認知症ケア指導管理士は、認知症に関係する知識を学
び、増加する認知症の方へ適切なケアを提供することを
目的としています。すでに医療・介護施設等で従事して
おり認知症ケアの知識を学びたい方、認知症ケアを学
びご家族の介護や地域のボランティア活
動を考えている方にお勧めの資格です。
資格の発足より6年が経過し、1万人を超
える資格所有者が認知症ケアに携わって
います。模擬試験の解答・解説より認定
試験の合格を目指す試験対策講座です。

●（財）職業技能振興会 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2,160円
　「認知症ケア指導管理士試験公式テキスト」
　お持ちの方は購入する必要はありません。

11/20（日）10:00〜16:00

外国の方に伝えたい宮城の名所を英語で案内
するコツを学びます。10月は平成の大修理を
終えた国宝瑞巌寺本
堂の建築、襖絵、彫刻
などをじっくりご案
内。また、歌枕の地で
もあり、芭蕉も訪れた
雄島を散策します。

現代社会における多くのストレスは、様々な
身体的不調を引き起こ
し、日常生活へ支障をき
たします。この講座では
漢方の世界からどの様に
対処するか、また、自分に
合った漢方薬の使い方
を含めて解説します。

●日本漢方協会理事・東亜医学協会会員・

　泰生堂漢方薬局 田口 哲之
●会員2,500円 一般3,000円　別途コピー代がかかります

12/4（日）13:00〜15:00

A  9 /25（日）10:00～12:30

スワロフスキーで作る
～リバーシブルビース織りペンダント～

10/18（火）10:00〜15:00（現地）

10/ 4 （火）10:00〜12:00（座学）

おすすめ おすすめ おすすめ
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