
※　①休講講座　②時間を変更して実施する講座　を曜日別に掲載しています。

2021年1月14日　17：00時点   

(月) 赤字：更新情報

講座名 講師名 休講日 振替等

草月流　夜 内田 君子 1/11,1/18,2/1 振替無し・返金

青春の歌～日本の歌からシャンソンまで～ 葉月 よしこ 1/18 振替未定

鎌倉彫　木村教室 木村　桂方 1/11,1/25,2/8,2/22 振替未定

ロマネスクの旅 小倉康之 1/18,2/15 3/8,3/29

(火)

講座名 講師名 休講日 振替等

ボサノヴァを歌う 中村 善郎 1/12,1/26 振替無し・返金

楽しく歌おう！カンツォーネ！ 黒岩 修吉 1/19,2/2 振替無し・返金

1/19　鮨会席で新春を愉しむマナー 矢部 惠子 1/19 振替未定（一旦返金）

下重暁子のエッセイ教室 3火曜18：15 下重 暁子 1/19 振替無し・返金

やさしい手話夜＜基礎＞ 谷田 道子 1/19,2/2 振替無し・返金

やさしい手話＜実践＞ 谷田 道子 1/12,1/26 振替無し・返金

お勤め帰りにフラダンス 井上 真紀 1/12,1/26 振替無し・返金

鎌倉彫　大友教室 大友祥円 1/12,1/26 振替未定

源氏物語の四季 高橋文二 1/12 振替未定

タティング・レース入門 盛本知子 1/19,2/2 振替未定

戸塚フランス刺しゅう 吉川三代子、伊戸恭子 1/19 振替未定

ビーズ刺繍ジュエリー 関根瑞希 1/19 3/30に振替

パステル画　高木クラス 高木　匡子 1/26 振替無し・返金

(水)

講座名 講師名 休講日 振替等

News Talk（レベル４） ジェームス・チューディ 1/13,1/20,1/27 振替無し・返金

【かな】お勤め帰りにかなを楽しむ　 髙田 宏苑 1/13,1/27 振替無し・返金

ジャズヴォーカルの楽しみ　特別レッスン 金丸 正城 1/13,1/20,1/27,2/3 3/10に1回分振替。他3回分は振替無し・返金

古筆かな教室 村田 清雪 1/20～3/17 振替無し・返金

ホーム・ヨーガ　～呼吸ひとつであなたも変わる！～ 荻山 貴美子、松木順子 1/20,2/3 振替無し・返金

プロトコールマナー 砂川 聖子 2/3 振替未定

コントラクトブリッジ 沖谷邦、熊野桃子 1/13,1/20,1/27,2/3 振替無し・返金

南ティレニア海の海港都市 野口昌夫 1/13 3/10に振替

①曜日別 休講講座一覧



(木)

講座名 講師名 休講日 振替等

木彫(牧田クラス) 牧田 久美子 1/7,1/21,1/28 振替未定

おつとめ帰りの時短！英会話＜中級＞ コリー・ブランク 1/14,1/21,1/28 振替無し・返金

ブルゴーニュとスパークリング 内池　直人 1/14 振替未定

“歌がうまくなる”講座 峰　茂樹 1/14 振替無し・返金

旅の水彩スケッチ　Ｂ 三好　貴子 1/14 同日昼クラス（13：30～15：30）に振替

声楽を楽しもう！ 肥後 幹子 1/21,2/4 休講・振替未定

刺しゅうとカルトナージュB 高橋 亜紀 2/4 3/18に振替

占星学入門　応用 今井 由利香 1/21,2/4 振替無し・返金

やさしい手話・夜＜入門＞ 谷田 道子 1/14,1/21,1/28,2/4 振替無し・返金

60分間ショートレッスン　ハングル初級 朴 三植 1/21,1/28,2/4,2/18,2/25,3/4,3/11,3/18,3/25 振替無し・返金

健康ウォーキング 西田富美子 1/14 2/18に振替

マイスタイル書道 種家杉晃 1/21,2/4 振替無し・返金

散歩屋・美江さんと味わう東京 高橋美江 1/14 振替未定

2/4　無添加の有機味噌づくり 河崎紘徳 2/4 振替無し・返金

スブリーム　フランス語でシャンソン スブリーム 1/28 振替未定

(金)

講座名 講師名 休講日 振替等

福島泰樹の朗読 福島 泰樹 1/8,1/22 2/19,3/5

鉄道模型組み立て教室 三浦 廣之 1/8,1/22 振替未定

草月流 内田 君子 1/8,1/15,1/29 振替無し・返金

森本さちこのスタンプワーク刺しゅう 後藤明美、小西ゆり 1/15 3/26に振替

ミュージカルを英語で歌いましょう！ 鳥山 桂子 1/15,1/29,2/5 振替未定

日本画松本クラス 松本高明 1/15,1/29.2/5 2/19,3/19,他1回は振替無し

日本酒を味わい、酒肴とのマリアージュを愉しむ 高橋 雫 1/15 振替未定

組紐入門講座 道明三保子 1/15,1/29,2/5 振替なし・返金

木の実トロッケンクランツ 三谷昌美 1/22 振替未定

季節の万華鏡づくり 鈴木明子 1/22 振替なし・返金

選りすぐり源氏物語 今井上 1/15,2/5 振替なし・返金

コミュニケーション英会話 西蔭浩子 1/15、1/22、1/29、2/5 振替なし・返金

韓国の伝統工芸 ポジャギ 高見 由美 1/29 振替未定

はじめての水墨画・墨彩画 猪俣　須美 1/15,1/29 振替未定



(土)

講座名 講師名 休講日 振替等

【かな専門】高木厚人のかな専門 高木厚人・田頭昭子 1/9,1/23 振替無し・返金

【かな専門】高木厚人のかな～百人一首を書く～ 高木厚人・田頭昭子 1/9,1/23 振替無し・返金

週末夜のパステル画 高木 匡子 1/9 振替無し・返金

人生が変わるマナー 矢部 惠子 1/9 振替未定

ＣＨＡＪＩＮ 花教室　午前・午後 CHAJIN 1/9 通信に変更　花材は日曜到着予定

俳句　十七音の恋文 池田 澄子 1/23 振替未定

アガサクリスティ短篇の世界 平井杏子 1/9 振替未定

伝承の加賀の指ぬき 石井 康子 1/16 振替未定

越乃リュウと歌うタカラヅカソング 越乃 リュウ 1/30 5/23（日）に振替

讃岐かがり手まりAB（中級者①②） 荒木永子ほか 1/23 振替無し・返金

ミステリーから見るイギリスの食文化 北野佐久子 1/16 4/17に振替

週末のベルギーレースA 水野厚子ほか 1/30,2/6 振替未定

週末のベルギーレースB 水野厚子ほか 1/30,2/6 振替未定

古代中国興亡史 平井　徹 1/16 3/27に振替

(日)

講座名 講師名 休講日 振替等

ベル・カントでイタリアを歌おう！！ 山口 邦明 1/17 2/28・3/28に振替予定

智香子先生と歌いたい曲を楽しく歌おう個人レッスンA～D 平山 智香子 1/24 振替未定

クラシックのためのヴォイストレーニング 平山 智香子 1/24 振替未定

讃岐かがり手まり C（入門） 荒木永子ほか 1/24 振替無し・返金

1/24讃岐かがり手まり（卒業生クラス） 荒木永子ほか 1/24 振替未定

人間を考える　寄り添う 西山厚 1/24 2/9（火）に振替



(月)

講座名 講師名 日程 時間変更

名画を読み解く（夜）オンラインもあり 矢澤　佳子 2/1 18：30～20：00に変更

パステルと水彩　乙丸クラス　 乙丸 哲延 1/18,2/21 17：30～20：00に変更

はじめての小笠原流礼法 小笠原清忠 1/25 18：30～20：00に変更

はじめての金継ぎ・蒔絵 橋本遥 1/18・2/1 18：00～20：00に変更

(火)

講座名 講師名 日程 時間変更

池坊　火　18：30クラス 倉田克史 1/12,19,26,2/2 18：00～20：00に変更

池坊　生花Ｂクラス　②火曜18:30 倉田克史 1/12 18：00～20：00に変更

池坊　自由花Ｂ　④火18:30 倉田克史 1/26 18：00～20：00に変更

お勤め帰りの書道 西村桃林 1/19,2/2 18：30～20：00に変更

尺八 古屋輝夫 1/12,1/26 19：00～20：00に変更

(水)

講座名 講師名 日程 時間変更

いけばな小原流　夜クラス 根岸 悦子・荘加ひとみ 1/20、2/3 17：15～20：00に変更

やさしくハングル初級１ 李　柱憲 1/13、1/20、1/27 18：40～20：00に変更

茶　裏千家　水18:00 五藤禮子 1/13、1/20、1/27、2/3 17：00～20：00に変更

日本舞踊　花柳流 花柳寿華 1/13、1/20、1/27、2/3 17：30～20：00に変更

【増設】オーダーメイドシャンパン 青木冨美子 1/20 18：30～20：00に変更

オーダーメイドシャンパン 青木冨美子 1/27 18：30～20：00に変更

(木)

講座名 講師名 日程 時間変更

日常を楽にするヨーガ　木曜19時クラス 武井恵子 1/21、2/4 18：30～20：00に変更

未生流　夜 東　重甫 1/21 17：30～20：00に変更

呼吸法レッスン 加藤俊朗 1/14、1/28 18：30～20：00に変更

長唄三味線 宮田由多加 1/14、1/28 18：30～20：00に変更

能ってなんだろう？ 山井 綱雄 1/21 18：00～20：00に変更

マンドリン 竹内郁子 1/14、1/21、1/28、2/4 18：00～20：00に変更

茶　裏千家　木18:00 五藤禮子 1/14、1/21、1/28、2/4 17：00～20：00に変更

フランス語会話　夜　中級B フィリップ・ブロッシェン 1/14、1/21、1/28、2/4 19：00～20:00に変更

(金)

講座名 講師名 日程 時間変更

1/15　能楽堂へ行こう 氷川まりこ 1/15 16：00～20：00に変更

②曜日別 時間を変更して実施する講座一覧


