
体験講座紹介
2階　ふれあい広場

1階　多目的ホール

2階　ふれあい広場

3階　会議室3、4

ミニステージ
　　　出演講座紹介

2階　音楽練習室

土曜日の午後にやっているポッ
プスコーラスのクラスです。
プロのピアニストの伴奏で元気
に歌います。

日本の伝統文化に親しみ、心を
豊かにし、美しい漢詩、和歌、俳
句など一緒に吟じてみません
か。

☆15：15～15：40

☆12：40～13：05

少人数ですが、和気あいあいと
仲良く楽しいグループです。大
変素敵な先生に恵まれていま
す。

英国の伝統文化である社交ダ
ンスを音楽に合わせて楽しく
体を動かしながら学んでいきま
す。

ペンシルバルーンを使って可
愛い動物やお花を作ります。お
楽しみ下さい。

中国の楽器で哀愁あふれる音
色が魅力的な二胡の教室で
す。いろいろな国の音楽を楽し
く演奏しています。

☆15：45～16：00

☆15：30～15：55

☆11：40～12：05 ☆12：10～12：35

いけばなはどんなふうにいける
のか。ポイントをデモンストレー
ションでお伝えします。

☆10：20～10：45

初めてギターにさわる方から
対象にしていますので、色々な
心配は無用です。お気軽にどう
ぞ。

合唱に興味があるけど難しい
と思っている方、ぜひ体験して
みて下さい。楽しくなりますよ！。

日本舞踊と聞くと堅苦しく思い
ますが、一度体験してみて下さ
い。「荒城の月」を簡単に振付
けしました。お待ちしています。

☆12：30～13：30

☆10：00～11：00

☆15：00～16：00 ☆定員20名

マリンバの独創楽器としての多
様性、マリンバ弾き歌いなど鍵
盤楽器マリンバ講座を楽しく紹
介します。

☆15：00～15：25

講師：竹下ユキ

講師：渡精華、大根田龍貞

講師：木村恭子

講師：杉村八重

講師：関 和子、横尾 悟

講師：エディー 講師：桑名久美子

講師：牛久保翠吏

音楽の楽しさをピアノを通して
お伝えできれば、と思います。
一生懸命練習しましたので、楽
しい一時をお過ごしください。

☆12：30～12：45

講師：永田千代
やさしいピアノ

フラは感じるもの。アロハは励
まし合う愛の言葉。美しい曲に
合わせ踊ることで幸せのエネ
ルギーがあなたを包みます。

☆11：30～12：00

講師：カマイレ晶子
釜井 縁、カナニリイリイ町田

井上ケイアロハフラ みんなでポップスを歌おう

詩吟入門

音符が読めなくてもいいんで
す。楽しく吹ければいいんです
ね。ゆっくり、しっかりを目標に
指導します。

☆10：50～11：15

講師：小山 純
やさしいハーモニカ

マリンバ入門

女声コーラスを楽しく

社交ダンス

初めての方でも、フルートか
サックスかお好きな楽器でお好
きな曲から楽しく指導していま
す。

☆13：40～13：55

講師：中川浩二
サックス・フルート

美容健康気功は意識的に呼吸
や姿勢、気持ちをコントロール
し、それによって柔軟な美しい
体を作り上げます。

☆11：20～11：35☆10：00～10：15

☆14：30～14：55

講師：劉錦程、川辺睦子
美容健康気功

☆13：10～13：35

中国胡弓（二胡）

いけばな草月流

バルーンアート

講座生一生懸命稽古に励んで
います。その成果を発表いたし
ます。どうぞ楽しんで頂きたい
と思います。

☆14：00～14：25

講師：若月仙富代
日本舞踊（若月流）

棒針編みのミニショールです。
太い糸ですので早く編む事が
出来ます。

☆終日  ☆500円

講師：田実靖子
手編み

日頃使われる住所、氏名などを
正しくきれいに書けるよう添削
指導いたします。

☆13：00～16：00　☆無料

講師：小林操子
金曜ペン習字

干支のひつじを作りましょう。
優しい表情の手のひらに乗る
ひつじです。初めての人でも楽
しく作れます。
☆終日  ☆500円  ☆定員10名

木目込み人形

NYスタイルのカラーを活かし
て成果を『ガラスの花園』に変
えます。長く保存でき、認定制
度もあります。
☆終日  ☆500円  ☆定員10名☆終日　☆無料

講師：塚原由利子講師：鈴木貞夫
NYシティフラワーボトル

池坊の「遊心」をテーマにした
作品や、身近に飾れる暮らしの
花を生けます。

☆500円
☆10：30～先着10名、13：30～先着10名

講師：稲葉真弓
いけばな池坊

タイ伝統工芸ソープ＆フルー
ツカービングを、体験を通じて
幅広く作品作りの素晴らしさを
味わって下さい。
☆終日  ☆200円  ☆定員25名

講師：横山知枝、稲沢愛子 講師：柳橋由美子
ソープ＆フルーツカービング

リリアン編み機を使ってラバー
ブレスレットを作ります。輪ゴム
にビーズを通して編むと色とり
どりに完成です。
☆終日  ☆300円  ☆定員20名

講師：腰本幹子

ビーズステッチ＆
ジュエリークロッシェ

今回は手相占いを体験してい
ただき、占いの面白さを味わっ
てほしいと思います。

☆終日  ☆100円

講師：岡田人篤、青木耀令
占い百科

純白の粘土から創りだすアート
の花は、まるで生きているかの
よう。この花のもつパワーで、
毎日を心豊かに。
☆10：00～14：00　☆200円

講師：後藤文子
マスコアートの花

平面の絵を切り重ねる事で、立
体感の有る絵を作ります。

☆10：00～
材料がなくなり次第終了

☆500円

講師：中島なおみ
シャドウボックス

道具に糸をかけるだけで作れ
るかわいい小花で、春らしいブ
ローチをつくります。

☆終日　☆300円
☆定員10名

講師：有泉佳子
レース編みいろいろ

神秘的なタロットカードで、あな
たの潜在意識からのメッセー
ジを受け取ってみませんか？

講師：絆愛
タロット占い

蕾の状態で桜の苔玉を作りま
す。春に満開の花を楽しめま
す。10分位で簡単に出来る簡
易講座です。
☆終日  ☆500円  ☆定員25名☆13：00～16：00　☆100円

講師：石戸明一
桜の苔玉作り

レベル別、個人や少人数で様々
な英会話学習の体験をお選び
頂けます。午前はダミアン先生、
午後はリー先生が担当します。

講師：ダミアン・ベイフォード
リー・フォウラー

英会話

人前で挨拶をしなければいけ
ない局面が必ずあります。その
際あがらずに自信をもって話せ
ることは財産です。

あがらない話し方

カリグラフィーの模様を入れた
プレゼントタグを作ります。コツ
をつかんで楽しく書いてみま
しょう。

☆終日  　☆無料

講師：門脇美穂
カリグラフィー

初めて石を握る方歓迎！一局の
碁が誰とでも楽しく対局できる
よう基本から教えます。

講師：田代 貢
囲 碁

季節に合った手紙の書き出し
のことばを　小筆を使って書い
てみませんか。

講師：古竹光男
実用文字Ａ

初めて石を握る方歓迎！一局の
碁が誰とでも楽しく対局できる
よう基本から教えます。子供に
は９路ばんを教えます。

☆終日　☆無料 ☆終日　☆無料

講師：木村忠彦、田代高嶺
こども・大人入門囲碁

静かにお茶を点て、お菓子を頂
く、茶道体験をしてみては如何
でしょうか。

☆11：00～16：00
☆200円　☆定員30名 ☆10：00～14：00　☆無料

講師：岩室宗陽
茶 道

年賀状一つ見ても、手描きの
文字には愛情がこもっておりま
す。書道を通じて「香り高き文
化の町」の創造を目指します。

☆終日　☆無料

☆終日  ☆無料

講師：吉川清渕
漢字書道・こども父兄書道

仕上がった水彩画作品を持ってき
て下さい。その場で手直し一筆ご
とに絵が変化する楽しさを感じて
もらえると思います。
☆10：00～12：00　☆無料

講師：山本順一
サンデー水彩画

純銀粘土を使って小さなプル
メリアの花のペンダントを作り
ます。

☆10：00～14：00
☆500円　☆定員8名

講師：平山仁菜
ハワイアンジュエリー

ランチョンマット用紙に簡単な
言葉を書き添えて筆の感触を
楽しんでみませんか？書いた作
品は持ち帰れます。

☆終日  ☆無料

講師：清水玉翠
かな書道

江戸の文字
勘亭流寄席文字
講師：荒井三鯉・橘 右橘 講師：平山里紗

草木染講座
講師：川崎壽子

デコぬりえ教室
講師：ｙｕｎ

絵手紙・一筆アート
講師：森田恵玉

人やペットを描く似顔絵
ヤッホー植物画
講師：清水 都

土曜水彩画
講師：鈴木孝子

実用文字Ｂ
講師：羽鳥彩翠

加賀ゆびぬき

講師：石川美樹

講師：町田修一

講師：若月仙富代
日本舞踊（若月流）初めてのギター入門

マリンバという鍵盤楽器のナ
チュラルな癒しの音色を年齢
不問、初心者から継続して楽し
んでいただきたいです。

☆13：45～14：45

講師：木村恭子
マリンバ入門

初めての合唱講座

音楽は音を楽しむと漢字で書きま
す♪ピアノを通して、音楽の楽しさ
を体験できるレッスンを行いたいと
思います。☆定員4名（１人15分）

☆11：15～12：15

講師：永田千代
やさしいピアノ

日本の伝統文化の“いけばな”
を楽しみながら生けてみません
か。心が和みます。

☆終日　☆500円
☆定員13名

いけばな
講師：石井理幸※ 都合により、講座内容・時間などが変更になる

可能性がございます。ご了承下さい。
※ 事前予約不要です。当日直接会場にお越し下さい。
※ 一部材料費が必要な必要な講座、開催時間・定員が限られ
ている講座がございます。各講座の☆欄をご確認ください。

入
場
無
料

江戸時代から続く長唄。今回
はその中でも有名な「越後獅
子」と初心者にも易しい「藤の
花」を演奏します。

日本の伝統文化である箏（こ
と）の音色を楽しんでみません
か。初めての方でも楽しく弾け
るようご指導致します。

三味線の伴奏で唄う。短い唄
で、長くても３分位、発声方法
も特にないのでくり返し唄うう
ちおぼえられます。

講師：蓼 津留雅加

講師：稀音家糸恵
東音安田佳代

講師：桜木一公
鍔本藤嘉津

小  唄

長唄・長唄三味線

生田流 筝曲

音 楽体験講座紹介

展示講座紹介


