
ご入会金不要です
電話、FAX、インターネットで申
し込み、仮予約してください。

市民プラザ窓口で正式な申し込み手続き
をし、3か月分の受講料を納めてください。

1 2
講座受講
お申し込み方法

〒994-0034 天童市本町1‐1‐2 
　　　　　 天童ターミナルビル「パルテ」3階

TEL.023-654-6200 ＦＡＸ.023-654-6201

天童市市民プラザ

http://www.sc-tendo.co.jp パルテ立体駐車場をご利用ください 受講時無料

天
童
駅

天
童
温
泉

至山形

至新庄

P

お申し込み・
お問い合わせ天童市生涯学習講座

主催／天童市教育委員会・天童市市民プラザ

自分らしく いつまでも
人生に輝きを 平成31年
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発行

新規講座

色がきれいに出ない、
毎回味が決まらない
「なす漬け」の悩みを解
消できます。他に、夏の
野菜でもう一品つくり、
炊き立てのご飯と試食
していただきます。

一日集中
さとみの漬物講座

新関 さとみ（NHK「ひるはぴ」
簡単シャキシャキ漬物講師）

●6/27（木）10：00～12：00
●受講料1,620円　
●教材費1,300円

夏の定番「なす漬け」をマスターする

★疑問・質問・やりたい
ことの相談に応じます。
★自分のペースで進め
ることができます。
※お持ちのノートパソ
コン、スマホ、タブレット
をお持ちください。

１か月短期
何でも解決！パソコン・モバイル教室

工藤俊孝（Ｅｘｃｅｌエキスパート上級資格取得者）

●月2回・水曜9：30～11：30、
　13：30～15：30（一人50分）
●受講料
　1か月5,400円

わかるまで何度も質問できます

インテリアとして人気のハーバリウムがボールペンに
なりました。プリザーブドフラワーと一緒に、母の日の
贈り物として、自分へのご褒美として、いかがですか。

一日集中
ハーバリウム

工房おやゆびひめ
●4/21、5/19
　日曜10：00～12：00　
●受講料1,620円
●教材費
　ボールペン1,500円、
　プリザーブドフラワー
　アレンジメント2,800円

いつも手元で癒される

ブラックボードに色鮮やか
なパステルをのせ、指の温
かさで色を混ぜ合わせてい
きます。下描きされている
ので、塗り絵感覚で楽しめ
ます。

一日集中
チョークアート

菊地ともみ（さくらぎ工房代表）

●4/20（土）
　10：00～12：00　
●受講料1,620円
●教材費500円（額付き）　
●最少開講人数5名

美しいグラデーションが生み出す立体感

月山の豊かな自然が
織りなす魅力が詰まっ
た柔らかくもコシのあ
る和紙を使ってコサー
ジュを手づくりします。

一日集中
月山和紙でコサージュづくり

せいのまゆみ（月山和紙あかりアーティスト）

●5/11日（土）10：00～11：30/13：30～15：00
●受講料1,620円　
●教材費2,400円　
●最少開講人数5名

ふれて、飾って、楽しむ

おもてなしやイベント
のお弁当に彩りを添
える飾り巻き寿司を
簡単に巻けるコツを
学びます。受講者のお
しゃべりや交流も楽し
めます。

一日集中
楽しく飾り巻き寿司を手づくりする

わたりようこ
（ＪＳＩＡ認定飾り巻き寿司マスターインストラクター　２０１７年度巻寿司大使）
●4/17（水）11：00～13：00
●受講料1,620円　
●教材費1,000円

おいしくて美しい和のおもてなし

甘いにおいが漂いそ
うなパンケーキのメ
モスタンドを作りま
す。生クリームを絞り、
いちごやバナナ、ブ
ルーベリーをトッピン
グして仕上げます。

一日集中
まるで本物！食品サンプル

岸　麻由（食品サンプルアート協会認定
インストラクター）

●5/26（日）10：00～12：00/14：00～16：00
●受講料1,620円　
●教材費2,500円　
●定員各8名

そっくりそのまま再現する

季節の食材を味わう
ように、季節のお茶を
楽しんでみませんか。
いつものお茶がもっ
と美味しくなるいれ
方を学んでいただき
ます。

一日集中
季節のお茶を楽しむ

水戸部順子（世界のお茶専門店ルピシア
七日町店店長）

●水曜14：00～15：30
　5/29　目的やシーン、気分に合わせたハーブティーを紹介します。
　6/26　ご自宅でも簡単に作れるアイスティーの作り方を体験します。
●受講料1,730円

美味しいお茶で午後のひとときを

国産小麦を使用したふ
んわり、しっとりのシフォ
ン生地にミルキーなホ
ワイトチョコを合わせて
食感にアクセントを加
えて仕上げます。

一日集中
宇治抹茶シフォンケーキ

山口千鶴乃
（「家庭料理喫茶・花凛」調理・製菓担当　大阪あべの辻調理師専門学校卒）
●4/24、5/22　水曜9：45～12：30/13：30～16：15
●受講料1,620円　
●教材費1,400円　
●定員各4名

上品な美味しさと香りを楽しむ

簡単な手話やジェスチャー
を通して、お母さんとの絆を
より深めます。お母さんのた
めの産後骨盤矯正も体験で
きますので、体のケアにも効
果的です。※0歳から1歳6か
月までのお子さんとお母さ
んを対象とします。

一日集中
ベビーサイン体験教室

三宅季奈（日本ベビーサイン協会認定講師
ボディセラピスト）

●4/16、5/21、6/18　火曜10：00～11：00
●受講料（親子で）1,620円　
●最少開講組数2組

赤ちゃんとお手てで話そう

スマートフォンの基本操作と便利
な機能を紹介しながら、初めてのス
マホ体験をサポートします。

一日集中
購入する前のスマホ体験教室

遠藤智晴（㈱アーツフィールド）

●3/25（月）、4/19（金）、
　5/21（火）、6/12（水）
　10：00～11：30/13：30～15：00
●受講料1,620円　
●定員各5名

一人１台スマホを貸し出します

色・形がユニークでイン
パクトの強いネイティブ
フラワーを使って、オリジ
ナルの壁飾りを作ります。
仕上がりはナチュラルで
様々な場所に飾って楽し
めます。

一日集中
スワッグ

木村聡美（Ａｔｅｌｉｅｒ Ｍｏｍｏ代表）

●5/8（水）10：00～11：30
●受講料1,620円　
●教材費3,000円程度　
●最少開講人数5名

季節の花を束ね、四季の移ろいを楽しむ

天童市美術館で開催されているお薦めの展覧会を学
芸員が紹介・解説します。3か月に一度の楽しい美術鑑
賞です。

一日集中
やさしい美術鑑賞入門

池田良平（天童市美術館館長）

●4/22（月）
　10：00～11：30　
●受講料1,620円
●鑑賞作品
　「平松礼二展」

休館日の美術館でゆったりと堪能する

花束を作るときに引
き立て役としてかか
せない花。生花のか
すみ草をたっぷり使
い、ふんわりとしたロ
マンティックなリース
に仕上げます。

一日集中
かすみ草のリース

眞木香織（華屋・リンデンバウム代表）

●5/17（金）10：00～12：00/13：30～15：30
●受講料1,620円　
●教材費2,000円

おしゃれにお部屋を引き立てる

□禅僧の講和を通
し、坐禅を暮らしに生
かす「行い方」を学び
ます。
□坐禅の呼吸法は、
身・息・心の調和を図
り、心身のリラックス
を生みます。

２か月短期
暮らしに生かす坐禅

曹洞宗山形県第一宗務所派遣講師
●5/7、21、6/4、25　火曜19：00～20：30　
●受講料4回3,600円

「とらわれ」を離れ、気付きを深めるひととき

先人が歩いた道を地
図や資料で学習しな
がら、現地を訪ねます。

２か月短期
現地で学ぶ歴史講座

野口一雄（天童市文化財保護審議会委員）

●木曜9：00～17：00
　5/16　東北有数（秋の宮・鬼首・鳴子）の温泉郷をめぐる
　6/13　東北の大河・阿武隈川河口を訪ねる
●受講料2回7,400円
　（拝観料別）　
●バス代（実費）
　人数に応じて決定
　します。

深緑の東北温泉郷と初夏の太平洋へ

湯沢市小町堂

ツィッターやフェイス
ブック等のSNSの利
用方法や、ブログ、
ホームページの開設
方法などを学びます。
※お持ちのノートパソコン、
スマホ、タブレットをご持参
ください。

３か月短期
インターネット活用講座

縄野正樹（㈲アットマーク社代表取締役）

●月2回・日曜13：30～16：30/水曜18：30～20：30
　（1教室50分）
●受講料6回9,720円（教材費別）　
●定員各2名

気軽に日記や自分史、フォトアルバムを公開する

自分の万が一のとき
のために書き残して
おくノート。相続や遺
言、葬儀などの記す
べき事柄と終活につ
いて解説します。

３か月短期
終活とエンディングノート

鹿郷健二（ヒューマン・サポート・カキョウ主宰）

●日曜10：30～12：00　
●受講料3回4,860円　
●教材費1,000円

大切な人のために、何を残しますか

たった二本の弦で様々な
メロディーを奏でられる
のが二胡の魅力です。初
心者から経験者までレベ
ルに合わせて楽しく学べ
る教室を目指しています。

４月開講
二胡

岩渕時和（二胡奏者）

●月2回・月曜
　17：30～18：10/18：15～18：55/19：00～19：40
●受講料1か月3,240円
　（楽器・教材費別）

琴線に触れる哀愁の音色

使い込むほどに
味わいが際立っ
てきて、愛着が湧
いてくる革製品。
小銭入れ、スマー
トフォンケース、
ポシェットなど
を、吟味された素
材で作ります。

４月開講
レザークラフト入門

小松俊彦（革もの工房主宰）

●月2回・金曜13：30～16：00　
●受講料1か月3,500円（教材費別）

つくる楽しさ、使ううれしさ

音楽の基礎を養
いながら、レベル
に応じた表現力
やリズム感を指
導します。好きな
曲や憧れの曲を
弾けるようになる
までお手伝いし
ます。

４月開講
水曜ピアノ

花輪あゆみ （武蔵野音楽大学ピアノ科卒）

●月3回・水曜16：00～19：00（一人30分）
●受講料1か月6,480円（教材費別）

子どもから大人までの個人レッスン

韓国語は、どの外国語より
も親しみやすい言葉です。
韓国ドラマでよく使われる
表現などを取り上げ、基礎
から指導します。

４月開講
韓国語入門

五十嵐貞心（日韓通訳・翻訳）

●月3回・土曜14：30～16：00　
●受講料1か月3,335円
●教材費2,500円程度　
●最少開講人数4名

韓流を楽しむ

数枚のガラスを組み
合わせて、自分好みの
色合いと形に仕上げま
す。様々な技法を組み
合わせることで、バリ
エーション豊かな作品
づくりが楽しめます。

４月開講
ガラスフュージング

木下喜代（ポーセラーツサロン キヲレ）

●月1回・火曜13：30～15：00
●受講料1,620円　
●教材費1回2,500円程度
●道具代10,686円

手づくりの輝きを暮らしの中に

指の動かし方から、知っ
ておくと便利な設定やア
プリの探し方などの疑
問・質問に応じます。※お
持ちのアンドロイド、
iPhone、タブレットをお
持ちください。

３か月短期
スマホ・タブレットの便利技講座

井澤　茜（まなびの広場 星の家代表）

●月2回・火曜
　13：30～15：00
●受講料6回9,720円　
●教材費500円

楽しみ広がる

山形から肥前長崎までの
「半沢氏旅日記」を読み解
きながら、その時代の新し
い発見を楽しみましょう。
初心者の方も楽しめるよ
うに、地図や絵、スライド
を見ながら読み進めます。

３か月短期
古文書入門

野口一雄（天童市文化財保護審議会委員）

●月2回・木曜10：00～11：30
●受講料6回10,695円（資料代込み）

本物に触れる

家系図作りは祖先を訪
ねる旅です。祖先と歴史
は長寿社会での生き方
の道標、「自分探しの
旅」に出掛けてみませ
んか。

３か月短期
我が家の家系図を作ろう

鹿郷健二（ヒューマン・サポート・カキョウ主宰）

●日曜13：00～14：30　
●受講料5回8,100円　
●教材費1,500円

誰もが、江戸末期まで辿れます

竹や籠などに和紙を
貼り重ね、柿渋を塗っ
てオリジナル作品を3
点仕上げます。軽くて
丈夫なうえ、使い込む
ほどにより深い色合い
になります。

３か月短期
一閑張り

橋本年古（アトリエ千日紅代表）

●月1回・木曜10：00～15：00（休憩をはさみます）
●受講料3回12,960円　
●教材費3作品17,820円　
●最少開講人数3名

独特の風合いを醸し出す

※イメージです。

☆ウォーキングと植
物観察
☆新芽萌え出る野
山、新緑に生気あふ
れる大地、そして清
澄な大気

３か月短期
里山の自然に夢を育む

佐藤定四郎（天童市野草と親しむ会会長　
樹木医）

●4/24、5/15、29、6/19（水）9：00～13：00
●受講料4回6,400円　
●保険料1,850円

舞鶴山・じゃがらもがら・
天童高原・若松寺の散策

ご自宅でできる知っ
ててうれしい美容法
を学びます。

３か月短期
プロが教えるお肌のお手入れ講座

我妻由佳（エステティック国際・国内資格取得者）

●月1回・月曜
　13：30～14：30
●受講料3回4,860円　
　（教材費別）

ちょっとのコツで差がつく美容法

基礎知識、基本操作を
マスターできるよう、
ゆっくり、丁寧に進めて
いきます。※お持ちのア
ンドロイド、iPhoneをお
持ちください。

３か月短期
スマホの使い方基本講座

井澤　茜（まなびの広場 星の家代表）

●月2回・火曜
　10：00～11：30
●受講料6回9,720円　
●教材費250円

不安を解消！買った後のスマホ教室

背骨の歪みは万病
のもと！硬くなった
背骨や関節をスト
レッチするなど、自
分自身で矯正でき
る効果的な方法を
学びます。

３か月短期
背筋シャキッと！セルフケア体操

菅　悟（背骨コンディショニング
パーソナルトレーナー）
●月2回・火曜10：00～11：30
●受講料6回9,720円
●体験会3/22（金）10：00～11：30　体験料1,080円
※事前にお申し込みください。

背骨コンディショニングで体調を整える

血流を促進して身体の芯
から温まるように、呼吸
法とヨガのポーズを繰り
返し行い、アンチエイジ
ングにも効果的です。

３か月短期
３か月で体が変わるストレッチプログラム

塩津晴美（日本ルーシーダットン普及連盟認定
インストラクター）

●月2回・金曜
　11：00～12：00　
●受講料6回9,720円
●最少開講人数4名

タイの健康法ルーシーダットンで
代謝を良くする

ボックスを開ける
とお花がたくさん！
場所を選ばず、ディ
スプレイできます。
バラのティース
プーンがよりいっ
そう特別感を演出
してくれます。

一日集中
ボックスフラワー

押野稚水（小原流華道一級家元教授）

●5/11（土）10：00～12：00　●受講料1,620円
●教材費2,000円

持ち運びしやすくプレゼントに最適 
母の日の贈り物にぴったり！

※イメージです。

季節の草花とカラー
リーフを使って寄せ
植えを行いながら、園
芸の基礎を学びます。

一日集中
楽しい園芸

大泉　宏（元ホームセンタームサシ天童店園芸担当　
ガーデナー）

●土曜10：00～11：30
　4/13　宿根草の寄せ植え
　5/18　夏の寄せ植え
　6/15　人気のハンギングバスケット
●受講料1,620円
●教材費
　（1回）3,000円程度

四季を彩る

ドローンを楽しむため
の基本を解説しながら、
ドローンの種類や操縦
するポイントを学習し
ます。ドローンの操縦も
体験できます。※高校
生以上を対象とします。

一日集中
はじめてのドローン

森谷智之（Ｐｒｏドローンパイロット　
Ｄｒｏｎｅ＋代表）

●5/11（土）10：00～11：30/13：00～14：30
●受講料2,160円　
●教材費200円　
●定員各5名

安全に、楽しく、自由に飛ばす

睡蓮の池・桜

長崎 唐人屋敷図

創造・表現する
楽しみ

暮らしを
豊かに

小原流華道教室

●月2回3,240円（教材費別）
●木曜12：30～16：30
●土曜13：00～15：30
　（フリータイム制）

伝統的な形からモダンなアレンジまで、自由で多彩に表現
押野稚水
（小原流華道一級家元教授）

池坊華道教室

●月2回3,240円
　（教材費別）
●金曜
　19：00～20：00

花との出会いを楽しみ、生活にうるおいを
古瀬黎華
（華道家元池坊教授）

教養を
深める 五十嵐貞心 

（チョンシム）
（韓国語講師　日韓通訳・翻訳）

●月3回3,335円（教材費別）
　上級　土曜10：00～11：30
　中級　土曜12：30～14：00

古文書教室（経験者）
古文書の略字やくずし字を、ゆっくり
学びながら、人々の生活を知る

韓国語　
韓国の文化や料理、習慣などにも触れて
楽しく学ぶ

川柳の基本教室
生活実感を
表現する手応え　
心にゆとりと
安心を持つ幸せ

かんたん英語で日常英会話
（入門）

●月3回5,184円
●木曜19：00～20：15

世界を広げる
ブライアン・ジェニングス（英会話講師）

ステップアップ英会話（中級）

●月3回5,184円（教材費別）　
●水曜19：00～20：15　

この講座から英検やＴＯＥＩＣへの挑戦を
ジェニファー湯村
（英会話講師）

天
か
ら
の

　
恵
自
然
は

　
　
素
晴
ら
し
い

青木土筆坊
（川柳べに花クラブ副主幹・編集長）
●月1回1,620円
●火曜10：00～12：00

加藤玄樹
（元高校教員　
天童郷土研究会会員）

●月2回3,565円
●水曜10：00～11：30

中国語会話

呂　寧 （ロネイ）
（山形大学人文学部卒　
中国語・日本語通訳）

●月4回3,875円（教材費別）
●火曜19：00～20：15

正しい発音・やさしい
常用表現

あーと書道＆美文字

未來
（色彩のあーと書道家）

●月1回1,600円（教材費別）
●土曜13：00～15：00

手軽に、色彩豊かに表現する

はじめての水墨画教室

王一夫 （ワンイーフー）
（東北大学大学院建築科修了
吉林省師範学院美術学部客員教授）

鈴木翔雲
（日展入選・読売書法会理事　
欅墨誌　漢字・かな・ペン字部教授）

●月3回3,335円（教材費別）
●木曜14：00～16：00

彩墨画の美しさと中国伝統技法による
多彩な画法

毛筆とペン書道

●月3回3,335円（教材費別）
●木曜10：00～12：00

いざというときに役立つ実用書道も学べます

心を贈る絵手紙教室

●月2回3,460円
　（教材費別）
●月曜10：00～12：00

心のキャッチボールを楽しむ

書に親しむ

●月3回3,335円（教材費別）
●月曜19：00～20：30
●水曜10：00～12：00

漢字の楷書・行書・草書・かなを学び、美しい文字の追求
鈴木翔雲
（日展入選　読売書法会理事　
欅墨誌　漢字・かな・ペン字部教授）

押野まち子
（日本絵手紙協会公認講師）

水彩画入門

佐竹隆弘
（山形県美術連盟　
山形県水彩画会会員・副会長）

●月2回3,240円
　（教材費別）
●水曜10：00～12：00

身近なものを水彩で描く

楽書

岡部陽子
（書家　現代書道研究所教育部師範）

●月1回1,620円（教材費別）
●水曜10：00～12：00
●金曜10：00～12：00
　　　13：00～15：00

文字の雰囲気、季節に合わせた書の作品づくり

キャンセル待ち

水曜日残席わずか

裏千家茶道教室

古瀬宗厚
（茶道裏千家山形支部師範）

●月2回
　3,240円（教材費別）
●木曜19：00～21：00

基本的な所作を身につけ、奥深い美の境地を
初めての方もどうぞ

煎茶道方円流教室

菊地昭園
（〈公財〉煎茶道方円流家元総師範　
〈公財〉煎茶道方円流山形支部　
〈山形県・宮城県〉支部長）

●月2回3,240円　●火曜19：00～21：00
●月1回1,620円　●水曜13：30～15：30

楽しくお茶の心を身につける
手軽にできるロイヤルフラワーアレンジメント

野川卓峰
（華道家元専正池坊ロイヤルフラワー
アレンジメント家元教授　
小原流一級家元教授）

●月2回3,350円（教材費別）
●金曜10：00～11：30

英国スタイルで生活空間をおしゃれに華やかに飾る

インターネット入門

工藤俊孝 
（PCインストラクター）
●月1回1,620円
●金曜10：00～11：30
　13：30～15：00

はじめてでも安心！インターネットって、
こんなに便利！

パソコン教室

工藤俊孝 （PCインストラクター）

疑問・質問・やりたいことの
相談に応じます

パソコンスキルアップ

工藤俊孝 
（PCインストラクター）
●月2回3,240円
●水曜19：00～20：30

町内会や仕事の
資料づくりに役立つ

クリニカルアート

小関里美
（日本臨床美術協会資格
認定会員臨床美術士4級）

●月2回3,240円
　（教材費別）
●金曜13：30～15：00

五感を刺激し、脳をアンチエイジングする

おもしろマジック教室

Mr.はてな
（山形県マジック協会会長）

●月1回1,620円
　（教材費別）
●日曜10：00～12：00

初級から中級まで、どなたでも
“かんたん”にできます

●月1回1,620円
●木曜9：30～11：00
　13：30～15：00
●土曜16：30～18：00

きもの着つけと現代マナー

森川慶子
（和装サロン森川主宰　
現代マナー小笠原礼法師範）

●月2回3,240円
　（教材費別）
●水曜10：00～12：00

一人で着られるようになって、おしゃれの世界を広げる
キャンセル待ちはじめての盆栽

細谷敬吉
（日本盆栽協会会員）

●月1回1,620円
●土曜
　13：30~15：30

親から譲り受けた盆栽を手直しするなど、
お持ちの盆栽で手軽に基本から学ぶ

手入れ前 手入れ後

囲碁入門

石山義信
（日本棋院山形県支部
連合会幹事長）

●月2回3,240円
　（教材費別）
●木曜10：00～12：00

気軽に、楽しく、脳トレを始めよう
エンジョイ・フォトライフ

高山文夫
（写真家）

●月2回3,240円
　（教材費別）
●金曜9:30～11:30

自分の世界を表現する

朗読の時間

夢実子
（俳優　東北文教大学
短期大学部非常勤講師）
●月2回3,240円
　（教材費別）
●水曜13：30～14：30
　　　19：00～20：00

心に語りかける

女性のための
脳トレ麻雀入門

千歳洋子
（麻雀愛好家）
●月3回3,350円
●木曜10：15～12：15
　　　13：00～15：00

指先を動かし、頭を使い、楽しいおしゃべりで老化防止

13：00～15：00
キャンセル待ち

木曜午前キャンセル待ち
午後残席わずか

押し花アート

斎藤久美子
（押し花優美会主宰）

●月2回
　3,240円（教材費別）
●金曜10：00~12：00

花のいのちをそのままに、驚くような美しさ

佐藤和仙
（公益財団法人三徳庵会員）

四季の茶花

●月1回1,620円
　（教材費別）
●水曜13：30～15：30
●教材費1,200円程度

一枝一花に心をこめて、ありのままをとらえる

経験者



子どもの教室
残席わずか 満席に近い講座です。 キャンセル待ち キャンセル待ちで登録できます。

健康に美しく

ものづくりを
楽しむ

リラックス・ヨーガ

清石道夫
（㈳日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士）

●月3回3,335円（用具代別）
　

●木曜18：40～19：40

心身の疲労改善と運動不足解消
ヨーガ・セラピー

●月3回3,875円
　

●土曜10：00～11：30

心身のストレス軽減

高橋秀一
（㈳日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士）

気功と推拿（すいな）

●月3回3,335円
　（教材費別）
　

●火曜19：30～21：00

ツボの押し方を習得して

植松良子
（氣東日本健美協会）

手もみ足もみ気功法
気を調節して心の
安定と病気の予防

●月3回3,335円
　

●月曜10：00～11：30

植松良子
（氣東日本健美協会）

リフレッシュ３B体操
身体を上手に動かして、若さと
健康維持に健康体操

●月3回3,335円
　（教材費別）
　

●月曜13：30～15：00

平松弘子
（㈳日本3B体操協会公認指導者）

自彊術（じきょうじゅつ）

武藤紀子
（（公）自彊術普及会
山形県支部中伝講師）

●月4回3,910円
　（教材費別）
　

●木曜19：00～20：30

骨格矯正、マッサージけん引など、
頭から足元まで

小野淳子
（日本健美操協会認定指導員　
日本体育大学卒）

●月4回4,445円
●火曜13：30～15：00　
●水曜10：30～12：00

健美操でリフレッシュ
身体の内側から温まる
心地よさの体感

日本舞踊教室（藤間流）

●月2回3,675円
　

●土曜10：30～12：00

超一流の講師の指導で
内面からも美しく

藤間　乾
（（公社）日本舞踊協会
山形県支部長）

魅惑のフラダンス

高橋あや子
（辻フラスクール
専属インストラクター）

●月2回3,240円
　（教材費別）
　

●火曜10：00～11：30

楽しく踊りながら、美容と健康増進

熊坂裕美
（AKIKO
フラメンコスタジオ
舞踊団団長）
●月3回3,875円
　（教材費別）
　

●水曜18：10～19：30

情熱のフラメンコ（中級）
眠っている情熱的な自分を引き出し、
心と肉体を磨く

大江真澄
（辻フラスクール
専属インストラクター）

●月2回3,240円
　（教材費別）
　

●金曜19：00～20：30

仕事帰りにエンジョイフラ
心も体もリフレッシュ

高津妙子
（バレエ教室パレアナ主宰）

●月3回3,875円
　（教材費別）
　

●保険料400円
　

●木曜19：00～20：30

大人のバレエ
年齢に関係なく楽しめる

社交ダンスステップ１

●月3回3,335円
　（教材費別）
　

●金曜19：30～21：00

踊りながら美容と健康増進

板垣真知子
（山形県プロダンス
インストラクター
協会会員）

朝のリフレッシュダンス（社交ダンス）
背筋を伸ばし全身運動と脳の活性化

●月3回3,335円
　（教材費別）
　

●水曜11：00～12：30

板垣真知子
（山形県プロダンス
インストラクター
協会会員）

社交ダンスグレイドアップ（中級）
ベーシック（基本）・フィガー

●月3回3,335円
　（教材費別）
　

●火曜19：30～21：00

板垣真知子
（山形県プロダンス
インストラクター
協会会員）

●月2回3,240円（教材費別）
　

●火曜13：00～15：00

つるを編む
暮らしを彩る

菅　常子
（真木雅子ラタンアートスクール
インストラクター）

●月1 回1，620円
　（教材費別）
　

●火曜14：00～16：00

七宝焼
上品な光沢と
華麗な色彩

大山阿津子
（創作七宝焼講師）

●月3回3,335円（教材費別）
　

●木曜10：00～12：00
　　　13：00～15：00

創作人形
自分の手で生み出す感動を

遠藤やゑ子
（市民プラザ講師）

●月2回3,240円
　（教材費別）　
　

●火曜10：00～12：00

パッチワーク教室（全般）
優雅で美しいキルト製作

冨澤眞理子
（キャシー中島公認講師）

仏像を彫る エコなリフォーム（洋裁）
思い出の生地に新たな命を吹き込み、
よみがえらせる喜びを

●月2回3,240円（教材費別）
　

●火曜10：00～12：00╱13：00～15：00

大島千代子
（洋裁講師）

●月1 回1，620円
　（教材費別）
　

●火曜13：30～15：00

ポーセラーツ
つくって、つかって、私らしく

木下喜代
（ポーセラーツサロンキヲレ）

ハンドメイド・アクセサリービーズ
あなただけの
ジュエリービーズを
手づくりで

●月1回1,620円（教材費別）
　

●水曜10：00～12：00

鈴木恵美
（ピュアビーズ主宰）

●月2回3,240円（教材費別）　●土曜13：30～15：30

木と語り合い、仏を形づくる楽しさや喜び

渡邉真吾
（東北古典彫刻修復研究所副所長）

10：00～12：00残席わずか

残席わずか

キャンセル待ち

ラージボール卓球教室（経験者）
技術力アップに効果的

●4/8、22、5/13、6/3、24
　

●月曜10：00～12：00
　

●5回5,000円
　

●保険料400円

斎藤俊昭
（山形県卓球協会顧問・
元強化部長）

ラージボール卓球フリー練習講座
楽しみながら、爽やかな汗を流す

●受講料
　400円～2,000円
　

●保険料400円
　

●月曜13：00～20：00
　

●火曜10：00～12：00

ヨガで英語も

エスタ・ウェア
（山－yogaスタジオ主宰）

●月2回3,266円
　（用具代別）
　

●水曜19：00～20：30

心身を鍛えながら、
英語のスキルアップ

加藤敦子
（市民プラザ講師）

●月2回3,460円（教材費別）　
　

●木曜10：00～12：00

楽しいトールペイント
身近なものにアクリル絵の具で
描き、美しい仕上がりを楽しむ

●月3回3,335円（教材費別）
　

●水曜19：00～20：30　●土曜10：00～11：30

子ども書道教室
（小学生以上）
心を磨く書道を将来の特技に
渡部梅祥
（元高校教員  日展会友  読売書法会理事  欅墨誌教授）

ジェニファー湯村
（英会話講師）

キッズ英会話
（小学生以上）
聞く・話すを伸ばす

●月3回 4,305円（教材費別）　
　

●水曜18：10～18：55　●金曜18：00～18：45

●月3回3,875円（教材費別）　●保険料800円
　

●火曜 5歳児~小1  17：00～18：00
　　　 小2～小6      18：10～19：10

キッズチアダンス
笑顔で踊って元気に
高岡夏南

●月3回火曜／木曜　幼児3,135円／小学生3,565円（教材費別）
●保険料400円
●幼児（4歳児から年長）16：00～16：50
　小　　　学　　　生  17：00～18：30

子どものバレエ
美しい姿勢と健康な体をはぐくむ
高津妙子
（バレエ教室パレアナ主宰）

●月3回3,460円
●保険料400円　●月曜17：00～18：00╱18：00～19：00

子どものためのストリートダンス
（小学生以上）
敏捷性･リズム感･
運動神経を養う
MAKO
（ダンススタジオMPF代表）

●月3回
　初級6,480円　中級7,560円（教材費別）
　

●日曜 9：00～16：00（一人40分）

子どものための音楽教室
ピアノ個人レッスンと
ソルフェージュの学習
増川のぶ子
（山形大学特設音楽科ピアノ専攻卒）

残席わずか子ども新体操（小学生以上）

●月4回4,445円（教材費別）
●保険料400円
　

●水曜17：45～19：00

美しい姿勢と体づくり、思いやりの心を
石田美恵
（日本体操協会公認一級審判員）

幼児のための音楽教室

花輪あゆみ
（武蔵野音楽大学ピアノ科卒）

●月3回4,600円（教材費別）
　

●土曜各50分
　3･4歳児  10：00～
　5･6歳児  11：00～

音感を身につけ、演奏表現の土台をつくる
子ども絵画教室
（小学生以上）

村形隆子
（元小学校教員　
村山美術会員　示現会支部会員）

自分の気持ちを形に
表す楽しさを満喫する

●月3回3,335円（教材費別）　●木曜17：00～18：30

キャンセル待ち

●月2回3,240円（教材費別）
●日曜9：30～10：30
　　  10：45～11：45
●パソコン貸し出します
　（利用料1回500円） ●定員5名

小学生から始めるプログラミング
コンピューターと仲良くなって、
新しい世界の扉を開ける
井澤　茜

残席わずか

歌う・
奏でる

女性のための謡曲教室

森川慶子
（観世流梅若教師）

●月3回3,335円（教材費別）
　

●金曜10：30～12：00

代表的古典芸能に触れながら
大きな声で健康増進

民謡

辻　秀菁
（民謡師範教授 秀菁会会主）

㈶日本民謡協会

斎藤秀光
（尺八教授）
●月3回3,335円（教材費別）　●土曜13：00～15：00

馴染みの曲を唄い覚えて楽しみを実感

現代尺八の不思議な魅力

●月2回2,870円（教材費別）　●土曜10：00～11：30

「尺八オールマイティー」を目指し
現代尺八の魅力を

篠笛
どんな音楽にも融通がきいて楽しめる
米谷智和
（米谷流尺八総師範・米谷流篠笛奏者　
NHKラジオ番組「民謡をどうぞ」
専属伴奏者）

米谷智和
（米谷流尺八総師範・米谷流篠笛奏者　
NHKラジオ番組「民謡をどうぞ」
専属伴奏者）

大人のバイオリン
初めての方にもわかりやすく個人レッスン

●月2回4,320円（教材費別）
　

●土曜9：00～12：00
　（1人30分）　

伊藤元一
（東京音楽大学
バイオリン研究科卒）

月曜ピアノ教室

花輪あゆみ
（武蔵野音楽大学ピアノ科卒）
●月3回
　初級30分6,480円　中級40分7,560円（教材費別）
　

●月曜15：00～20：00

●月3回
　初級30分6,480円　中級40分7,560円（教材費別）
　

●木曜／金曜15：00～20：30

杉澤美砂
（愛知県立芸術大学ピアノ科卒）

目的・レベルに合わせて
音楽を楽しむ

木曜・金曜ピアノ教室
一人ひとりに合わせて
楽しくステップアップ

●月2回
　初級30分4,320円　中級40分5,400円（教材費別）
　

●火曜10：00～15：00

杉澤美砂
（愛知県立芸術大学ピアノ科卒）

趣味のピアノ
ピアノが弾ける楽しさ、
音楽の喜び

●月2回2,810円（教材費別）
　

●月曜14：00～15：30

うたの広場
大きな声で唄い、笑い、心身の健康 素敵な仲間と唄い合わせる喜び
阿部政子
（声楽家　
山形大学教育学部
特設音楽科卒）

市民プラザコーラス

●月2回2,770円（教材費別）
●月曜初級10：00～11：00
　入門11：20～12：20
●火曜入門10：30～11：30

ボイストレーニング
正しい発声、より音楽的な歌い方で、楽しくストレス解消

菅野祐三子
（武蔵野音楽大学大学院声楽専攻卒）

カラオケ健康道場

●月3回2,795円　●金曜19：00～21：00

ボイストレッチ（カラオケ）

もう一度吹いてみよう！ハーモニカ
好きな曲を吹いて、健康増進

楽しみながら心身の健康づくり
森　功
（元NHKのど自慢バンドマスター） ●月2回3,350円

　（楽器・教材費別）
　

●月曜13：30～14：30

楽しいウクレレ（中級）
どこでも、楽しく、ポロローンと温もりある音色

星野輝久
（日本ギター連盟正会員　
市民プラザウクレレ・ギター講師）

●月2回3,350円
　（楽器・教材費別）
　

●金曜13：00～14：00

オカリナ入門
澄んだ音色で
心を癒して
横山涼次朗
（オカリナ奏者）

●月2回3,240円
　（楽器・教材費別）
　

●金曜13：00～14：30

阿部豊明
（ジャズバンド「BIG SWING 
FACE」リーダー）

●月3回2,795円
　

●火曜13：00～15：00
　

●水曜13：00～15：00╱15：00～17：00

体も元気になり歌がグングン上達する

森　功
（元NHKのど自慢
バンドマスター）

●月2回2,595円（教材費別）
●火曜18：30～20：00

残席わずか

キャンセル待ち 残席わずか

残席わずか

●月3回2,795円（教材費別）
　

●水曜10：30～12：00

菅野祐三子
（武蔵野音楽大学
大学院声楽専攻卒）

ギターを楽しむ
クラシックからポピュラーまで

星野輝久
（日本ギター連盟正会員
市民プラザウクレレ・ギター講師）

●月2回4,320円
　（楽器・教材費別）
　

●月曜14：30～15：30
　（1人30分）

阿部豊明

楽しく吹こう!トランペット
かっこよくトランペットを
演奏してみませんか

●月2回3,460円
　（楽器・教材費別）
　

●金曜9：30～12：00
　（1人30分）

（ジャズバンド「BIG SWING 
FACE」リーダー）

11：20～12：20キャンセル待ち

キャンセル待ち

10：45～11：45キャンセル待ち
（まなびの広場　
星の家代表）

●月2回2,225円╱教材費1回700円
　

●土曜 15：00～17：00

子どもいけ花アレンジ
花を通して
感性を育てる
押野稚水
（小原流一級家元教授）

渡部梅祥
（元高校教員　
日展会友　読売書法会理事　
欅墨誌教授）

子どもの書き方教室
（小学生以上）
心を磨き、将来の宝物に

●月3回 3,240円（教材費別）　●水曜17：45～18：45

（ビクトリーズ専任講師）

TendoすこやかMy進事業TendoすこやかMy進事業 （天童市連携事業）

マイレージって？
右のマークの付いた講座にご参加いただ
くと１回の参加で１０ポイントが貯まりま
す。５０ポイントを貯めて応募すると抽選
で素敵な景品が当たります。

5月から始まります。
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