
趣味・くらし
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受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師

資　格 受講料(月額)講　師

受講料(月額)講　師

※親子参加は
2,000円～

※子供のみ参加
3,200円

第2･4(水)13:00～15:00 4,600円内野　剛

内野　剛 第2･4(水)15:10～17:10 4,600円

3,800円

第2(土)15:00～16:30 2,000円片山聖子

第4(木)11:00～12:00 1,700円岩橋弘美

第3(木)10:30～12:30 2,200円なかやまあつこ

第2・4(金)10:30～12:30
3,200円山田宗信

第1・3(土)18:00～20:00

13:30～16:30
月4回(木) 6,000円西薗宗巻

18:00～20:30

第2･4(金)12:20～13:50

15:30～17:00
第2・4(月)

19:30～21:00

第2･4(金)10:15～12:15 4,000円長　真澄

第1･3(火)10:30～12:30 4,200円田中寿美枝

4,000円長　真澄

第2･4(火)19:00～20:30 4,200円四位恵子

第2(日)12:30～14:00 2,100円中島汀舟

4,200円有馬真弓 第2･4(金)19:00～21:00

第2･4(水)13:00～15:00 4,200円荒木江美子

第1・3(月)13:00～15:00 4,200円安永由美子

第1･3(月)19:00～21:00

初等科
3,200円
高等科
3,800円

佐藤華春

第1・3(水)19:00～21:00 3,200円片山紅早

第3(金)13:00～15:00 2,600円中野貴子

第2(木)10:30～12:30 2,100円堀尾深雪

第2･4(火)10:30～12:30

月4回(月)13:00～15:00

4,200円

6,000円小正英雄

岡﨑幸子

第1・3(火)13:30～15:30 4,400円酒匂厚子

第1(金)
10:30～13:30

10:30～16:30
(1時間休憩有)

3,200円

5,000円
岩嶋　佳

第4(火)13:00～16:30 4,200円緒方文香

全6回
12,600円

全6回
12,600円

カレナ

第1･3(火)18:30～20:00飯田静袈

第2･4(火)14:00～15:30 4,200円

4,200円

朝陽ゆき

第2・4(木)18:30～20:00メッセンジャー
巫鈴

2,500円

2,200円

第1・3(水)12:30～14:00 3,600円浦本扶乃未

わくわく学ぶ
パソコン･タブレット趣味活用

片山彩瑤 第2・4(金)13:30～15:00筆ペンとボールペンが
同時に学べる講座

土曜の午後の紅茶

第1(日)10:15～13:00 2,600円雷轟
ライゴウ書人 雷轟(ライゴウ)の

総合書道講座（篆刻・毛筆・ペン字）

4,200円

ラブグリーン  小さな森
～植物の寄せ植えカジュアル盆栽～

薬膳養生教室

裏千家茶道

茶道  表千家

ひとりで着物を着てみよう

着物でお洒落美人に！
～真澄スタイル～

作って楽しい創作組紐
～雑貨＆アクセサリー～

日曜書道

実用・かな書道

「優しく、楽しく」
くらしの中の実用書道

美文字生活  ペン字・書道教室

池坊いけ花教室

カリグラフィー

草月いけばな講座
パーソナルスキルアップ

～月1、心にビタミンを～
ハッピープリザーブド
エレガンス プリザーブドフラワー

リボン刺しゅうとパッチワーク

第1･3(水） 19:00～21：00 5,000円江口眞知子最新四柱推命

第2･4(火) 12:30～14:00【美猫式】開運＆わかる!! 手相講座

第1・3(火)

第2・4(木)

11:00～12:30

19:30～21:00
12,600円天野蜜流

あなたに幸せな人生を引き寄せる
～姓名判断講座～

話もはずむ
大人女子の麻雀教室

カルトナージュ 
～インテリア布箱～

緒方文香の柳川伝承さげもん

色々パッチワーク

本当の｢わたし｣が分かる
西洋占星術【全６回】

［タロット占いラーヤ監修］

全6回
12,600円

第2･4(火)10:30～12:00
 ミィ ビネコ
三・美猫

 ミィ ビネコ
三・美猫

第2・4(水)18:30～20:00【全６回】

【美猫式】
お誕生日から読み解くあなたの特性
～算命学超入門講座～

自分で占える
セルフタロット占い

第2(月)13:00～15:00 2,600円カレナやさしいタロット入門

第1(土)10:00～11:30 2,100円藤田恵奈

藤田恵奈

仕事に役立つ実践話し方講座

俳句教室

第2(金)12:30～14:00あがめいし百人一首  歌と歌人と歌仙絵

第2(金)14:30～16:30あがめいし源氏物語  光源氏と女君たち

2,200円
第2(火)19:00～20:30

第3(水)13:30～15:00
安河内葉子歌舞伎ことはじめ

第2･4(水） 10:30～12:00ことわり上手はつきあい上手?!
ＮＯが言える話し方講座

清原美智枝のハワイアンキルト 第1･3(土)13:00～15:00 4,200円林田弥生

初めてのハワイアンキルト 第2・4(金)14:30～16:30 4,200円田端真紀

第2･4(月)10:30～13:00 5,200円大和徳子

第2(土)10:30～12:30 2,000円Yukiko

第1・3(火)13:00～15:00 4,200円鬼木雅子

第1･3(火)11:00～13:00 4,000円梅津静子

13:00～15:00
第1･3(木) 4,800円山本アキ子

19:00～21:00

第2･4(土)12:00～13:30 4,200円東島治男

第1(木)10:30～12:00 2,200円橋本ゆかり

第2･4(水)19:00～21:00 4,200円楊　菜美恵
ヨウ　　　ナミエ

（金）／第1･3(水) [1回40分] 7,000円Misaki

バク　　キョンア

朴　庚芽

シュウ　  ギ

周　巍

第2・4(火)18:30～19:30 4,200円

7,000円

月2回[1回40分] 7,000円

7,000円杉野弘明

第1･3(金)10:30～12:30

第2･4(月)10:30～12:30

全3回
11,000円

㈱オーエークリエイト
パソコン講師

楽しい戸塚刺しゅう

Lokahi Lani ハワイアンリボンレイクラフト

らくらく ビーズ織り

はじめてのあみぐるみ

ファッションパターン
メイキング

楽しい写真教室

第1･3(木)19：00～20:30

第1･3(火)10:30～12:00
4,200円まるたよしえ

～英国流ナチュラルセラピー～
ココロを元気にする！
フラワーエッセンス入門

楽しくおしゃれにジェルネイル

癒しのクレイセラピー教室

スペイン語講座
初心者のための

はじめての韓国語

英会話コーチング

実践！中国語講座

iPhone ＆ iPadをはじめよう
（アイフォン  ・  アイパッド）

6,000円第1･3(土)13:30～16:30高橋賢治レザークラフト

4,200円第2･4(日)10:30～12:30前尾和子でこぼこあみもの教室

第1(金)15:15～16:45 2,100円鎮守恵子

第1･3(水)10:30～12:30 4,200円熊谷とよ子

第2･4(水)10:30～12:30 5,200円橘田知恵子

第3(水)13:00～15:00 2,000円土田祐子かんたんおしゃれ 布小物

あみもの手芸

パナマの民族手芸、モラ教室

感性を育む  紙芝居講座

月2回[1回40分]

月2回 [1回40分]

第1･3(水)10:00～12:00

第2･4(木)19:00～21:00
4,200円小林京子

第1･3(金)10:30～12:30 4,200円一木多佳子

第1･3(木)10:30～12:30　　 4,200円川村　愛

第1･3(火)12:30 ～ 14:30 4,200円川原　享

第1･3(月)10:30～12:30 4,700円村上　弘

第2･4(木)13:00～15:00 4,000円生野幸代

第2･4(金)13:30～15:30 4,200円柴山光太郎

第2･4(火)13:00～15:00 5,000円宮本恵風

キネヤ   サ ワ ジュウロウ
画材を楽しむ絵画教室

日本画いろは

やさしい水彩色鉛筆画

第2・4(土)15:30～17:30 4,200円園田南清水墨画教室

画用紙切り絵講座

気がるに油彩画・水彩画

おとなの絵画教室
花の絵ファンタジック水彩画

第1･3(水)18:50～20:50 4,200円浅倉龍雲浅倉龍雲の葉書記絵

楽しいはがき絵教室
（水彩・油絵・アクリル・水墨）

第4(日)13:00～15:00 2,200円黒河真由美

第2・4(月)10:30～12:30 4,000円鶴田真雅鶴

お店屋さんごっこ
ミニチュア ドールショップ
～手作り雛人形～
シニアのための木目込真多呂人形講座

第1･3(金)19:30～21:15 4,200円～プチカウンセリング付き～
ゲルペンで描く  いやしのマンダラ画

第1(日)14:00～16:00 2,100円おとなのための美文字レッスン 鵤　延瑞
イカルガ エンズイ

第2･4(土)13:30～15：30 4,200円美肌づくりからはじまる
バランスメイクレッスン 江崎法子

第1･3(月)19:00～21:00楽々きもの塾
ゆっくり学ぶ
パソコン･タブレット基礎初級

萱島智子

第4(土)13:00～17:30 4,200円重松鵬雲

第2・4(木)13:00～15:00 4,200円山﨑芳行

仏像彫刻

木版画

第1・3(水)14:30～16:30 5,000円梅木美奈フルーツ＆ソープカービング

第1・3(水) 12:30～15:00
※第5回目・6回目は15:30まで

全6回
50,400円角　隆文フットセラピスト養成講座【全6回】

第3(日)13:00～15:00 2,000円泉　枝美ワイヤークラフト自由自在

月3回(木)14:45～16:00　 4,650円井上愛琉

第2・4(水)11:00～12:15 4,200円Malino Junko

第1・3(火)20:10～21:25 4,000円みちみナチュラル フラ

リフレッシュ ハワイアンフラ

月4回(土)10:30～11:30 6,200円王丸梨絵土曜のビューティーバレエ
月2回～ [1回40分] 7,000円～山根律子ゆっくりフラメンコ〔個人〕

第1･2･3(月)10:20～11:35　 4,650円池田和子おしゃれシニアのエレガントフラ

優しいフラ

第1･2･3(日)12:00～13:15

第1･2･3(金)12:15～13:30
3,600円國松貴子

第1･3(火)20:10～21:10
4,200円田籠幸子

第2･4(土)10:40～11:40

月3回(火)12:00～13:15 4,650円井上愛琉

月3回(土)13:30～14:30 4,650円koko

月3回(木)20:00～21:00 5,550円アサミ

第2・4(土)12:00～13:15 4,600円藤井直子

月4回(水)10:30～12:00 6,000円原田智子

月3回（日）16:00～17:15 4,650円高橋みすか

第2･4(火)20:15～21:30 3,800円高橋みすか

月3回(月)10:15～11:15 4,650円tomoco

第2･4(土)18:00～19:00 4,200円黒木ユミ

月4回(金）18:50～20:00 5,000円江頭加奈子

第2･4(土)14:00～15:00 4,200円岡村美香

第1･3(木)19:00～20:00　 4,200円LINA

月4回(木)20:20～21:35 6,200円Neela

第2･4(木)19:10 ～ 20:10 4,200円トシ・ジャクソン

月4回（月）20:15～21:30 6,600円

Yumiko 第2･4(金)20:10～21:40 3,800円

月2回～[1回40分] 7,000円～

月4回（土）16:20～17:50 6,200円佐藤律子
永尾敏史

月4回（土）18:00～19:30 6,200円内山良太･佐藤律子
永尾敏史

月4回(水)15:00～16:30 6,200円大山祐樹

第1･3(土)19:40～20:40 3,200円永尾敏史

第2・4(日)14:30～15:45 3,600円後藤正恵

第1・3(火)13:30～15:00 4,200円中山和代

月2回～[1回40分] 5,200円～花柳吉楽斗

月4回（金）10:30～12:00 6,000円橋口妙子

月4回(火)19:00～20:00 6,200円藤由美子

ヘルシーフラ

楽しいフラガール

Lino Hula

アクティブ ハワイアンフラ

気軽にはじめるキューティー★ベリーダンス

第1・3(金) 11:00～12:00 4,200円Rira
気長に続けるボディメイク！
ベリーダンスでエクササイズ

フュージョンスタイル ベリーダンス
（ジプシー・トライバル＆フュージョン）

オトナ女子のはじめてのバーレッスン

style upバレエ＆トゥシューズ

子連れdeバレエ

style upバレエ

スタイルアップジャズ

大人からはじめるHIP HOP

K-POPを踊ろう

月4回(水)20:30～21:30 4,800円RIESTREET JAZZ

インドボリウッドダンス

ブラジルダンスアシェ

タップダンス

ＭＪダンス

社交ダンス レッツダンス入門

社交ダンス レッツダンス中級

社交ダンス レッツ ダンス ラテン

社交ダンス初・中級

飛天の舞 花架拳

だれでも踊れるパーティダンス

マイスタイル日本舞踊 〔個人〕

さわやか健康 太極拳

女性のための護身術講座

第1･3(月)14:45～16:00 4,200円京華
アラビアンエクササイズでくびれをゲット！
～ベリーダンスで優雅にダイエット～

第2･4(月)20:10～21:25

月4回(金）20:10～21:10 4,800円今村勇武

月4回（水)20:10～21:10 6,000円大和　晋

本場中国武術　少林拳

4,200円Taurua you
タウルア　ユウはじめてのタヒチアンダンス

護身術＆リラックス　八卦掌

第1・3(月)19:00～20:00 4,200円 AZUMI大人のチアダンス

第2･4(金) 19:00～20:00 4,200円中村景子お仕事帰りの
プリティ☆フラガール

第2･4(木) 10:30～11:30 4,200円中村景子子連れdeフラ

第2・4(金)12:00～13:00 4,200円Toshieジプシーダンス

第1･3（木）12:00～13:15 3,200円musubi

第1・3(土)19:00～20:00
2,600円HITOMI

第2・4(木)11:00～12:00

第2･4(土)12:00～13:15 3,600円吉田梨都子

月4回(金)15:15～16:15 5,000円坂部由希子

第1･3(水)10:30～12:00 3,800円吉原由美子

アロマの香りでストレッチ＆ヨガ

パワーヨガダイエット

ゆっくりヨーガ

ハーモニーエイジング ヨーガ

第1・3(土)10:30～11:30 3,600円インディアンヨガ

ベーシックヨガ

月4回(水)18:50～19:50 6,200円Sachiko骨盤矯正ピラティス

月4回(金)14:00～15:15 4,800円林けい子～優雅に踊ろう～
ナチュラルダンス Ｍ.Ｍ.Ｍ.

月4回（水）20:00～21:00 6,200円Sachikoバランスボディ・バレトン

第2･4(月)13:30～15:00 4,600円古賀己奈「歩く」から始まる健康作り
Noriko式ウォーキング

第4(火)13:30～15:00 2,000円田中朋子女性のための
セルフお灸教室

第1･3(月)20:10～21:10 3,800円平井大輔ろっ骨エクササイズ
KaQiLa ～カキラ～

(火)15:15～16:15 6,200円オオエダシンジろっ骨エクササイズ
KaQiLa ～カキラ～

月4回(火)15:15～16:15 6,200円田中朋子ヨーガと東洋医学(ツボ)でセルフケア

月4回(金)14:00～15:00 5,000円坂部由希子

第1･2･3（火）13:30～14:45 4,650円藤澤美恵子

第1･3(水)13:00～14:30
3,800円山中敬子

第2･4(金)18:30～20:00

第2・4(木)10:30～12:00 全6回
12,000円LTインストラクター

足腰元気！ステップ台運動♪

第1･3(火)18:40～20:00 3,200円森山慶子やさしい3B体操

運動ぶきっちょさんの
ストレッチ＆ソフトエアロビ

プロが教える
セルフ・リンパマッサージ

リンパセラピストによる
からだメンテナンス

月2回 [1回30分] 5,200円杵屋佐和十郎三味線ことはじめ

第2･4(木）Miki
13:15～14:15

12:00～13:00
(子連れOK)

4,200円
Micaco監修
骨盤矯正
インスパイリングエクササイズ

原田勝弘 第1(水)13:30～15:00 2,200円整体師による
目からうろこの体幹トレーニング

第4(金)12:30～14:30 2,200円坂田卓穂スウィング気分でジャズ鑑賞
第1･3(火) [1回30分] 5,200円川村美重秀

第1･3(火) [1回30分] 5,200円川村美重秀

月2回～[1回60分］ 10,000円～後藤哲志

第2･4
(木) 4,200円藤本秀近那

14:00～15:00(中級)

15:00～16:00(初級)

第1･3
(月) 5,200円

18:00～19:00(中級)

19:00～20:00(初級)

第2･4(月)14:00～16:00[1回40分］ 5,200円竹枝信君

藤舎元生

第2･4(木)15:30～17:00 4,200円三浦麻央

第1･3(月)[1回30分］ 5,200円清香

7,800円川添裕子

5,200円諸冨善美

5,200円~佐野茂靖

5,200円~加藤葉子

5,200円KAZ

5,200円東中村明子

4,200円西坂恵美 第1･3(金)10:30～12:00

邦楽和楽器なんでも教室
【三味線・津軽三味線・横笛・尺八】

津軽三味線じょんから塾

沖縄三線

藤本流民謡・はうた・三味線

小唄竹枝会

横笛教室

文化箏（中級）

第1･3(木)10:30～12:00 3,800円船越ほずみ

第2･4(水)13:30～15:00 4,200円三浦麻央

手軽でかわいい文化箏

ちっちゃい「お琴」教室

第2･4(金)10:30～12:00 3,200円山本季枝

第2･4(火)10:30～12:00 4,000円金丸和代

月1回～[1回40分] 2,900円~江頭加奈子

10:30～11:30

［1回30分］
第1･3
(月)

4,200円

5,200円
小野原えり子

第2･4(水)12:20～13:20 3,200円三浦麻央

歌謡教室

元気の出る詩吟教室

楽しく歌ってリフレッシュ

みんなで楽しむ昭和の歌 
第1･3(月)[1回30分］ 5,200円小野原えり子楽しくピアノ

ヴォーカルヴォイストレーニング

第2･4(金)19:00～20:30 5,200円清水ひろしシャンソン教室

シンギング ポップス

個性をみがく発声トレーニング

佐野茂靖の音楽講座
（ジャズピアノ・作曲・ピアノコード）

ボイストレーニング

楽しいPianoレッスン

中高年の「らくらくピアノ®」

コードで弾くピアノ
（JAZZ・ポップス＆演歌）

東中村明子の音楽レッスン
（ピアノ・ヴォーカル）

クラシックからJAZZまで

月3回（火）14:00～19:00[1回30分］

第1･3(土)18:00～20:00[1回30分］

月2回～(金)12:00～21:00[1回30分］

第1･3(日)10:30～20:00[1回30分］

月2回～（水）16:40～20:40[1回30分］

第1･3(木)[1回30分］

10歳～

第1･3(水)10:30～11:30 4,200円渡辺由美

[1回60分］
9,600円

[1回30分］
6,000円井上高志楽しいサックス教室

やさしいオカリナ

5,200円岩木義夫楽しく上達  ギター＆ウクレレ 第2・4(日)10:30～15:00[1回30分］

5歳～

5歳～

小3～

3歳～ 

小1～

6歳～

4歳～

4歳～

5歳～小6

4歳～

2歳～

小1～

小学生～

年少～

4歳～

年長～

年長～

小学生～

年長～

幼稚園～

第1･3(木)18:30～19:30

月4回(月)

5,000円塚本淑子

16:30～17:20 6,200円眞﨑香保
17:30～18:30

月4回(日)10:30～11:45
7,520円

※子供のみ参加
6,200円

眞﨑香保

月4回(水)17:50～18:50 5,000円RIE

月2回～ [1回40分］ 4,200円~花柳吉楽斗

月4回(火)17:00～18:00 5,200円藤由美子

第1･3(日)14:45～16:15
4,200円

武村英樹

第1･3(月)[1回30分］ 5,200円

月2回～(水)16:40～20:40
[1回30分］ 5,200円~加藤葉子

第1・3（木)月2回[1回30分］ 5,200円東中村明子

月2回[1回40分] 6,000円後藤哲志

第2･3・4(金)17:20～18:50 4,050円有馬真弓

16:45～17:45
4,050円榊　一惠

17:45～18:45

第2･4(日)10:30～12:00

月3回(火)

3,200円中島汀舟

第3(月)17:00～18:30　 1,700円佐藤華春

月1回～(木)17:00～18:00
1,500円~

西薗宗巻

第1(土)14:00～15:30 2,200円山下まちか

月4回（土）10:30～12:00 6,200円矢部美子

第1(日)10:30～12:30 2,500円川村　愛

キッズモデル養成講座

4歳～
第4(日)12:30～14:00 3,000円中島汀舟ファミリー書道

ジュニアバレエ

親子で一緒にクラシックバレエ

STREET JAZZ KID’S

こども日本舞踊

親子で合気道

こども合気道教室

シンギングポップス＆
ボーカルトレーニング（個人）

楽しいピアノレッスン
かわいい音楽家
～ピアノとヴォーカル～

こどものための書道教室

学年習字教室

キッズの
津軽三味線じょんから塾

こども書道  日曜版

こども裏千家茶道教室

こども作文教室

池坊こども教室

みんな芸術家クラブ

アトリエキッズ 絵画教室

年長～
第4(火)17:30～19:00 1,700円浦本扶乃未こども俳句教室
小1～
第2･4(木)17:00～18:30 4,200円小林京子こども造形教室

小学生～
第2･4(月)17:30～19:00 4,200円中山温子こども絵画☆にじいろキャンバス
小1～
(土)15:00～16:00 5,200円上田貴司こどもスポーツ塾

かけっこ＆なわとび編

4ヶ月～

歩き始めたら～

2歳半～

第2･4(火)10:20～11:20

第1･3(火)10:20～11:20 3,000円

4,050円～

学研教室
専任講師

第1･3(火)11:30～12:30

ママベビコース学研
ほっぺんくらぶ
学研
ほっぺんくらぶ
学研
ほっぺんくらぶ
学研
ほっぺんくらぶ

入園準備コース
年中～
(火)16：00～17:00園児コース

ママキッズコース

リ ノ  フ ラ

ニ　ラ

かかけん

Neela
ニ　ラ

第1･3(火)13:30～15:00 4,200円Dollyおしゃれにシャンソン

[1回30分］
6,000円
[1回60分］
9,600円

月2回[1回30分／ 1回60分]木村　仁大人のサックス教室

第1･3(土)[1回30分] 5,200円橋爪明子はじめての声楽

サヤカ

清香
サヤカ

第2･4(木)10:30～12：00 4,600円林田とういちろう日本語で歌う
シャンソン・カンツォーネ教室

19:00～20:00 5,000円

時間はお問合せ下さい

第2･4(水)
[1回40分] 5,600円リザ・ビリエガス

～発音から発声まで～
英語で歌う
１ランクUPヴォーカル

第2･4(木)10:30～21:30[1回40分] 7,000円小山哲平作曲・作詞から歌まで！
シンガーソングライター講座

第2･4(月)

第2･4(月)18:30～20:30 4,200円

荒木富美子
～発声から歌まで～
徹底的にボイストレーニング 16:30～17:30

17:30～18:30
9,000円

第2･4(木)10:30～21:30
　　　　　　　[1回40分] 7,000円小山哲平作曲＆編曲にチャレンジ！

～はじめてのDTM講座～

第2･4(土)12:00～20:00 5,200円徳丸大海初心者から上級者まで
みんなまとめてメキメキ上達（ギター＆ウクレレ）

飯田静袈

第3(日)14：30～15：30 1,800円安松幸子【1日講座】 月１ディスコ

[1回1時間]

[1回1時間]

第4(火)14:30～16:30 2,200円牧　智浩

牧　智浩 第4(火)19:00～21:00 2,200円

ちょいかじ法律講座 ～暮らし編～

ちょいかじ法律講座 ～社会人編～

第1(金)13:30～15:00 2,100円鎮守恵子
ワ ゲ ン ア イ ゴ
和顔愛語の音読教室

はっけしょう

（昼クラス）

（夜クラス）

詳細は受付までお問い合わせください

『3回おためしレッスン』申込受付中！
3回3,000円(税別)でお気軽に受講いただける

およそ40講座の中からお選び頂けます

新規の方のための

2014冬の講座案内 ご入会・体験 お申し込み受付中
こどもから大人・シニアの方を対象とした  各種230講座を有する総合カルチャーセンター カルチャーサロン天神

ホームページからもご予約承ります092-715-112210:00～20:00

※受講料は税別表記です。


