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茨城新聞アイカルチャーセンター
イオンモール水戸内原

※色の説明 ダンス 手工芸・くらし
音楽フラワー

ヨガ・運動 美容 ビーズ・アクセサリー芸術
こども パソコン語学 教養・占い

※マークの説明 NEW 新規開講講座
体験 体験が可能（有料） 見学 見学が可能

資格資格資格 資格取得が可能 体験日体
体験費料

月2回

Morning 
ハワイアンフラ
コマキケイABCフラハラウ所属講師

第1・3 水曜  10：30～12：00【日程】
4,650円【月謝】

11/1（水）、15（水）体 2,160円料

美容と健康づくりができる明るく楽しい教
室です。優雅な心癒される「フラ」を楽しみま
しょう。

月2回

ハワイアンフラ
【初心者クラス】

コマキケイABCフラハラウ所属講師

第1・3 金曜  19：00～20：15【日程】
4,650円【月謝】

11/17（金）体 2,160円料

はじめての方へ、基本から丁寧にご指導致
します。「フラ」を楽しく踊りましょう。

体の芯を鍛えるエクササイズ
です。とてもシンプルなので、
運動経験のない人でも安心
して行えます。インナーマッス
ルを刺激して美しいボディラ
インを作ります。

月2回

マットピラティス
美しくしなやかに

【月2回クラス】

Polestar Pilates 認定インストラクター／日本ピラティス研究会 公認メディカル会員
内島　美由起

第1・3 火曜  19：00～20：00【日程】
4,650円【月謝】

10/12（木）、11/9（木）  木曜クラスのみ体 2,160円料

月4回【月4回クラス】

第1～4 木曜  13：00～14：00【日程】
9,190円【月謝】

月2回
書道
楽書　日々充実

茨城県展　審査員近藤　溪石

10/18（水）、11/15（水）  16：30クラスのみ体 2,376円料

字を書く楽しさを生涯の目
的として、意気込まずに一
歩一歩、毎日楽しく練習し
て、芸術作品に実用書にと
「楽書」をしてみませんか？

5,082円【月謝】 ※別途書道雑誌代要

【日程】①第1・3 水曜  15：00～16：30 ②第1・3 水曜  16：30～18：00

月2回

初級英会話
英会話講師
藤田　奈穂子

第1・3 土曜  13：30～14：50【日程】
4,650円【月謝】

10/7（土）、11/4（土）体 2160円料

基礎的な英会話を学べるよう楽しくレッス
ンしていきます。
いきなり英語で会話なんてできない…そん
な不安のある方でも大丈夫！

月3回

英会話
ゼロから始めて楽しくしゃべろう

英会話講師
藤田　奈穂子

6,920円【月謝】

10/12（木）、14（土）体 2160円料

旅行で使える会話やネイティブ目線を中心
にレッスンしていきます。
中学校で学び始めた原点に戻り、楽しく英
会話をしていきましょう。

①第1～3 木曜  19：00～20：30【日程】
②第1～3 土曜  15：00～16：30

月2回茨城ハワイアン倶楽部会員
野口　恵子

10/22（日）、11/26（日）体 2,160円料

ウクレレ特有の音色で明るく楽しく、ハワイアンはもとより、ジャンルを問わず楽しめます。指
を使って脳内活性！楽器の経験のない方でも大丈夫です。

月4回

小2～
ジュニアHIPHOP【初心者】

Japan Dance Delight 東日本代表
Grand Soul Final 優勝 など

ふなっち☆

第1～4 木曜  17：30～18：30【日程】
7,030円【月謝】

10/12（木）、11/2（木）体 1,620円料
※月曜　経験者クラス開講中

HIPHOP・Ｒ&Ｂに合わせて踊ります！
基礎～応用までHIPHOPなら、なんでも
OK! プロのダンサー「ふなっち☆」がみんな
と一緒に楽しく踊ります。

月4回

3才～
キッズ♪ストリートダンス

ダンスインストラクター・保育士
MASAYOSHI

第1～4 水曜  17：00～18：00【日程】
7,030円【月謝】

10/11（水）、11/8（水）体 1,620円料

HipHopを中心に、いろんなストリートダン
スを学ぶことができます。しっかりと基本か
ら、楽しくカッコよく踊れるようにレッスンし
ていきます。

全36回

基礎 本科 応用 ゼミ

全20回【受講料】
パワーポイント

※パワーポイントは基礎→ゼミ

全８回【受講料】

基礎 本科 応用ワード

エクセル

パワーポイント

2カ月

基礎 本科 応用 ゼミ

ワード エクセルまたは

1ヶ月

パワーポイント

※パワーポイントは基礎→ゼミ

全20回

ワード エクセル＆

全28回

ワード エクセル＆ ＆ パワーポイント

Windows入門 日本語入力

デジタルカメラ はがき作成

表計算 インターネット

全８回

基礎 本科 応用

基礎のみ

10：30

13：00

15：00

17：00

19：00

月 火 水 木 土 日金

114,300円（テキスト代込）【受講料】

ＭＯＳ資格取得セット
ゆっくりスキルアップ

受講期間に制限がないため、仕事をしながらでもゆっく
り自分のペースで学べます。
スキルアップ・資格取得を目指す方にオススメです。

ワード エクセルまたは

62,700円（テキスト代込）
※週４回（１回90分）　開講日程：〇マークより選択

28,620円（テキスト代込）

ワード/エクセル/パワーポイント
仕事に役立つ定番スキル！

ワード・エクセル・パワーポイントをゆっくり学びたい
方向けのコース。
自分にあったレベルからスタート！！

※週２回（１回90分）　開講日程：〇マークより選択

98,400円（テキスト代込）【受講料】

MOS資格取得　期間限定受け放題
空いた時間を有効活用

MOS資格を短期間で取得したい方にオススメ！
期間内なら何回受講してもＯＫ！
空いた時間を有効に使ってしっかり学べます。

53,900円（テキスト代込）【受講料】
※開講日程：〇マークより選択

64,200円（テキスト代込）【受講料】

短期速習　
事務職におすすめ

事務作業に必要なワードとエクセルの機能を１つにまと
めたコースです。
ワードでの文字入力からスタートしますので初めての方
も安心して学べます。

87,200円（テキスト代込）【受講料】

＆

＆

＆

※週４回（１回90分）　開講日程：〇マークより選択

28,620円（テキスト代込）【受講料】

パソコン基礎セット　
はじめてのパソコン

電源の入れ方から、文字入力、インターネットなど、パソ
コンでどんなことが出来るのか楽しく学習します。
今までパソコンにさわったことがない・・・という方でも
安心のコースです。

※週１回（１回90分）　開講日程：初心者マークより選択

基礎
本科

応用

基礎

本科

応用

文字入力、文書作成、文字装飾、イラスト挿入
表の作成、均等割付、ルビ設定、箇条書き・
段落番号
網掛け、検索・置換、図形描画、段組み、
ページ罫線

表作成、合計・平均、四則演算、絶対参照、
関数（COUNT系、ROUND、RANK等）
シート操作、グラフ挿入、
関数（IF、VLOOKUP等）
データベース機能、条件付き書式、
ピボットテーブル

プレゼンテーションの作成、イラスト・図形・グラフ・表の
挿入、アニメーション効果、スライドショーの基本操作

各コース毎

パソコン教室　開講日程

※都合により開講日程が変更となる場合が
　ございます。ご了承下さい。

ウクレレ
楽しく

第2・4 日曜  13：00～14：30【日程】 4,650円【月謝】 ※楽器レンタル可

月2回

オルネフラワー
アレンジメント・アクセサリー

繊細な金属の美しさ

オルネフラワー協会公認校講師
鬼澤　ゆかり

第1・3 火曜  10：15～12：15【日程】
5,298円【月謝】

10/17（火）、11/21（火）体 2,580円料

※別途教材費要

月1回（全24回）

ビーズアートステッチ認定講座
GLLC認定

GLLC認定 ビーズアートステッチ本部専任教授
横須賀　康代

第4 木曜  10：15～12：15【日程】
2,920円【月謝】

10/26（木）体 4,158円料

※別途教材費要

月2回

モードジュエリーメイキング
～余合ナオミのWIRE　MODE～

GLLC認定 モードジュエリーメイキング本部准専任講師
上牧　幸子

第1・3 木曜  13：30～15：30【日程】
4,650円【月謝】 ※別途教材費要

※資格取得希望者は16回受講要

月2回

マクラメジュエリー
～スタイリッシュ～

GLLC認定 マクラメジュエリー本部専任講師
上牧　幸子

第1・3 木曜  10：30～12：30【日程】
4,650円【月謝】 ※別途教材費要

※資格取得希望者は12回受講要

月1回

楽しくコスチュームジュエリー
編むことを楽しみに

GLLC認定 本部専任講師
上牧　幸子

①第2 月曜  13：00～15：00【日程】

2,380円【月謝】 ※別途教材費要

②第4 月曜  13：00～15：00

月2回

ジュエリークロッシェ
GLLC認定

GLLC認定 ジュエリークロッシェ本部専任教授
上牧　幸子

第2・4 月曜  13：00～15：30【日程】
5,946円【月謝】

10/23（月）、11/27（月）体 5,724円料
※別途教材費要

※資格取得希望者は12回受講要

月1回

暮らしを彩るビーズフラワー
Candy　Garden

ビーズフラワーCandy Garden認定講師/アビアント主宰
二瓶　洋子

第4 金曜  10：15～12：00【日程】
2,704円【月謝】

10/27（金）、11/24（金）体 3,760円料

※別途教材費要

月1回

グルーデコ
大人可愛いキラキラ

日本グルーデコ協会認定講師
岡崎　喜代子

①第2 金曜  13：00～15：00【日程】

2,704円【月謝】 ※別途教材費要

②第3 日曜  15：30～17：30

月1回（全8回）

はじめての羊毛フェルト
HIRO☆

第1 日曜  10：30～12：30【日程】
2,380円【月謝】 ※別途教材費要

※13：30～16：00 経験者クラス開講中

月2回

ちりめんのお細工物
古布と遊ぶ

人形作家
石川　まさみ

第1・3 月曜  10：30～12：30【日程】
5,730円【月謝】 ※教材要相談

月1回

パッチワーク
くらしを彩る

キルト日本展　銅賞
成田　幹子

第3 木曜  13：30～15：30【日程】
2,380円【月謝】 ※別途教材費要

月1回

ハワイアンリボンレイ

ウィ・キャロルミト公認シルバーインストラクター
柄澤　ゆかり

第3 土曜  13：00～15：00【日程】
2,380円【月謝】 ※別途教材費要

月1回

カルトナージュ
楽しく作ろう

アトリエ　エリーズ　ローズ主宰
岡崎　喜代子

①第3 日曜  10：30～13：00【日程】

2,704円【月謝】
11/22（水）体 3,984円料

※別途教材費要
②第4 水曜  13：00～15：30

月1回

バルーンアート ～ビギナー～
みんなの大人気！

バルーンツイスター
Belle

第2 日曜  10：30～12：00【日程】
2,920円【月謝】 ※別途教材費要

※13：30～15：00 アドバンスクラス有

月2回

ディップアートフラワー
（アメリカンフラワー）

光り輝く花のアート

トウペディップアート協会教授
篠崎　蝶子

第2・4 月曜  
10：15～12：15

【日程】

4,650円【月謝】

10/23（月）、11/27（月）体
3660円料

※別途教材費要

月2回（全6回）

ディップアートフラワー
【ブライダルコース】

トウペディップアート協会教授
篠崎　蝶子

第2・4 月曜  10：15～12：15【日程】
4,650円【月謝】

10/23（月）、11/27（月）体 3660円料

※別途教材費要

月2回

パンの花
Color　Life

ジュンコ・フローラスクール教授
皆川　博子

第2・4 木曜  10：15～12：15【日程】
4,650円【月謝】 ※別途教材費要

月2回

プラントドール教室

プラントドール師範
久野　時子

第3・4 日曜  10：30～12：30【日程】
4,218円【月謝】

11/19（日）体 2,444円料

※別途教材費要

月1回（全12回）

アロマとハーブで楽しい暮らし
JAA認定アロマインストラクター
NARDJAPAN認定アロマインストラクター岡崎　喜代子

①第3 日曜  13：30～15：00【日程】

2,920円【月謝】
11/22（水）体 4,200円料

※別途教材費要
②第4 水曜  10：30～12：00

OneDay

手作り石けん講座
お肌にやさしい

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
安　みち子

10/31 火曜  10：30～13：00【日程】
2,160円【月謝】 1,500円【教材費】

※不定期開催1DAY講座

月1回（全12回）

運命開運学
運命は決まっていない！

青山アカデミー主宰
青山　松令

第2 金曜  20：00～21：00【日程】
3,244円【月謝】

10/6（金） 20：00～21：00体
3,174円料

※別途テキスト代要

月1回（全12回）

開運手相学（初級）
青山アカデミー主宰青山　松令

第2 金曜  19：00～20：00【日程】
3,244円【月謝】

10/6（金） 19：00～20：00体
3,224円料

※別途テキスト代要

月1回（全6回）

占い（西洋占星術）初級講座

開運コンサルタント
KIYOMI SHIINO

第2 土曜  13：00～14：30【日程】
2,488円【月謝】

10/14（土）体 1,080円料

ディップアートフラワーとはガラスのよ
うに光輝く花です。形づけしたワイヤー
とDIP液を使い作成します。
花だけではなくアクセサリーやブーケ、
インテリアギフト等、様々な作品作りが
楽しめます。

月4回

3才～キッズ＆ジュニアバレエ

【未就学児】

スワンバレエ研究所

第1～4 土曜  
13：00～14：00

【日程】

6,598円【月謝】

※レオタード等講師に相談

月4回【低学年】
第1～4 土曜  
14：00～15：00

【日程】

6,598円【月謝】

7,030円【月謝】

月4回【中・高学年】
第1～4 土曜  
15：00～16：00

【日程】

月2回

6才～
キッズモデルレッスン

ミス・ユニバース茨城認定講師
阪上　利恵

第2・4 火曜  17：30～18：30【日程】
5,730円【月謝】

10/24（火）、11/28（火）体 2,700円料

月3回

3才～ハワイアンフラ
（ケイキフラ）

こどもの楽しい

【未就学児】

コマキケイABCフラハラウ所属講師

第1～3 金曜  17：00～17：45
（2週目のみ  17：45～18：45）

【日程】

4,976円【月謝】

11/17（金）体
1,512円料

※1･3週 17：30～18：45　上級クラス開講中

月3回【小学生】
第1～3 金曜  17：00～18：15
（2週目のみ  17：45～18：45）

【日程】

5,624円【月謝】

11/17（金）体
1,728円料

月2回

3才～キッズベリーダンス
お母さんも一緒に踊れる☆

Arishia Belly Dance Studio主宰
Arishia

第2・4 日曜  14：30～15：30【日程】
3,570円【月謝】

10/22（日）、11/26（日）体 1,620円料

※親子での受講も可
　（月謝：7,890円）

月2回

小1～親子フラメンコ

フラメンコ講師
舟生　みどり

第2・4 火曜  17：30～18：30【日程】
【親子】　6,810円　　　　　　　　　　　【月謝】
10/24（火）、11/28（火）体 3,240円料

※子のみの受講も可（月謝：3,354円）

月2回
小1～

カラテ・キッズ
強くなれ！

【初級】

日本空手道武玄会／日本体育協会公認指導員
中村　直人

第1・3 日曜  16：20～17：20【日程】
3,570円【月謝】

10/15（日）、11/19（日）体 1,620円料

※道衣は講師に相談

※16：20～17：50　上級クラス開講中

月2回

小3～
※小2以下応相談こども書道

楽書　日々充実

茨城県展審査員
近藤　溪石

第1・3 水曜  17：00～18：15【日程】
3,462円【月謝】

10/18（水）、11/15（水）体 1,566円料

※別途書道雑誌代要

月2回

4才～こども絵画造形教室

【未就学児】

洋画家
篠崎　博見

第1・3 木曜  
17：00～18：00

【日程】

3,570円【月謝】

10/19（木）、11/16（木）体
1,620円料

月2回【小学生】
第2・4 木曜  
17：00～18：30

【日程】

4,218円【月謝】

10/12（木）、11/9（木）体
1,944円料

月2回

5才～親子でウクレレ
楽しく明るく

茨城ハワイアン倶楽部会員
野口　恵子

第2・4 日曜  14：40～15：40【日程】
【親子】7,458円【月謝】
10/22（日）、11/26（日）体 3,564円料

※楽器要

※子のみの受講も可（月謝：3,570円）

10/19（木）、11/16（木）体 4,104円料

11/10（金）、26（日）体 4,484円料



入会･受講申し込みの流れ
●入会の際は、入会登録手数料4,320円が必要となります。（家族割引有）
●受講料は月謝制となり、月会費が含まれております。
●教材費・材料費等が別途必要な講座もあります。受付カウンターにてご確認下さい。
●講座ごとに受講回数（1ヶ月）が異なりますのでご注意下さい。
●各講座は先着順となり、定員になりますとお受けできない場合もございますのでご了承下さい。
●講座日程は、やむを得ず変更になることがあります。また、受講生が極端に少ない
　講座は、開講が延期または中止となる場合もあります。

Step 1 Step 2 Step 3
まずはお問い合わせ
029-259-1117 カルチャー受付まで
講座の空き状況や、開講状況を
直接お問い合わせ下さい。

入会のお申し込み
お申込用紙に、必要事項を記入のうえ、
入会登録手数料（4,320円）・講座料金を
添えて、直接お申し込み下さい。
＊一部、教材費等が必要な講座もございます。

カルチャー受講開始
初回受講時間･持ち物などを確認して、
いよいよカルチャースタートです。
当センターは、月謝制となります。

★お申し込みは、お電話・メール・ＦＡＸなどでも受け付けております。詳しくは、http://www.culture.a-its.co.jp/をご覧下さい。

茨城新聞アイカルチャーセンター
イオンモール水戸内原 1F

ホームページ : http://culture.a-its.co.jp
平日・土 10：00～20：30 ／ 日・祝日 10：00～19：00〈年末年始を除く〉受付時間

0120-117-215
※色の説明 ダンス 手工芸・くらし 音楽フラワーヨガ・運動 美容 ビーズ・アクセサリー芸術 こども パソコン語学 教養・占い ※マークの説明 NEW 新規開講講座 体験 体験が可能（有料） 見学 見学が可能 資格資格資格 資格取得が可能 体験日体 体験費料

月2回
ハワイアンフラ
美容と健康の

コマキケイABCフラハラウ所属講師

4,650円【月謝】

11/5（日）、9（木）、10（金）体

2,160円料

【日程】①第1・3 日曜  10：30～12：00
②第2・4 木曜  19：00～20：30
③第2・4 金曜  19：00～20：30

月2回

タヒチアン
スタイリッシュ

コマキケイABCフラハラウ所属講師

第1・3 水曜  19：00～20：00【日程】
4,650円【月謝】

11/1（水）、15（水）体 2,160円料

月2回

ベリーダンス
はじめての

Caren Bellydance Studio主宰
Caren

第2・4 月曜  14：45～15：45【日程】
4,650円【月謝】

10/9（月・祝）、11/27（月）体 2,160円料

月2回

やさしいベリーダンス
初めての方でも安心

Arishia Belly Dance Studio主宰
Arishia

第2・4 日曜  17：00～18：00【日程】
4,650円【月謝】

2,160円料
※16：00～17：00 経験者クラス開講中

月2回

エジプシャンベリーダンス
初心者OK！ 本格派

Men'ｓ Belly Dancer
KAZUYA

第2・4 土曜  20：00～21：00【日程】
4,650円【月謝】

10/14（土）、11/11（土）体 2,160円料

月4回

クラシックバレエ
大人のための

スワンバレエ研究所

①第1～4 火曜  10：30～11：30【日程】

7,030円【月謝】
②第1～4 土曜  17：00～18：00

月4回

フラメンコ
心身共に軽やかに 美しく 【未経験者】

しおん　あゆみ

第1～4 月曜  11：00～12：00【日程】
10,054円【月謝】

10/30（月）体 2,376円料
※12：00～13：00 経験者クラス開講中

月2回

フラメンコ
全身で魅せる

フラメンコ講師
舟生　みどり

①第2・4 水曜  15：00～16：15【日程】

4,650円【月謝】
10/11（水）、11/8（水）体 2,160円料

②第2・4 水曜  18：30～19：45

月2回

社交ダンス
簡単で楽しく踊る

財団法人日本ボールルームダンス1級講師
全日本選手権優勝6回／世界選手権出場岡野　幸子

第1・3 月曜  13：30～14：30【日程】
5,298円【月謝】

10/16（月）、11/20（月）体 2,484円料

月4回

HIPHOP  JAZZダンス
ダンスインストラクター
KAZUYA

第1～4 土曜  18：30～19：30【日程】
9,190円【月謝】

10/21（土）、11/18（土）体 2,160円料

月3回

ソウルヒップホップ
avexダンススキル検定2級講師
MANABU

第1～3 月曜  20：00～21：00【日程】
6,920円【月謝】

月2回

骨盤コンディショニングヨガ
ヨガインストラクター山﨑　麻友美

①第2・4 月曜  13：30～14：30
【日程】

4,650円
【月謝】

10/9（月・祝）、11/27（月）
13:30～14:30のみ

体

2,160円料

②第2・4 月曜  16：00～17：00 月2回

リラックスアロマヨガ
AJYA認定ヨガインストラクター 2級
Shinobu

第1・3 土曜  20：00～21：00【日程】
4,650円【月謝】

10/21（土）、11/18（土）体 2,160円料

月4回

妊娠15週以上
マタニティ・ヨーガ
心と体を快適に

日本マタニティ・ヨーガ協会
関　恵子

第1～4 金曜  10：30～12：00【日程】
9,190円【月謝】

月2回

フェルデンクライス
脳活性と体を整える健康

【グループレッスン】

国際フェルデンクライス連盟公認プラクティショナー
常松　則夫・典子

第1・3 火曜  
13：30～15：00

【日程】

4,650円【月謝】

10/17（火）、11/21（火）体

2,160円料

月2回【個人レッスン】
第1・3 火曜  
15：15～17：15（内30分）

【日程】

6,810円【月謝】

10/17（火）、11/21（火）
16：30～17：00のみ

体

3,240円料

月2回

太極拳
ゆったり

楊名時八段錦太極拳
秋山　恵子

①第1・3 土曜  10：30～12：00【日程】

4,434円【月謝】
②第2・4 土曜  10：30～12：00

月2回

中国保健体操～練功十八法～
元気になる

練功十八法指導者
恩田　房子 ・ 大内　和枝

第2・4 金曜  13：00～14：30【日程】
4,650円【月謝】

10/13（金）、11/10（金）体 2,160円料

月2回

女性限定レディース空手
目指せつよカワッ！

日本空手道武玄会／日本体育協会公認指導員
中村　直人

第1・3 日曜  17：40～18：40【日程】
4,650円【月謝】

10/15（日）、11/19（日）体 2,160円料

月4回

バレエストレッチ
スワンバレエ研究所

第1～4 土曜  16：00～17：00【日程】
7,030円【月謝】

月2回

女性限定
ウォーキングレッスン
“キレイ”は姿勢と歩き方で決まる！

ミス・ユニバース茨城認定講師
阪上　利恵

第2・4 火曜  19：00～20：00【日程】
6,810円【月謝】

10/24（火）、11/28（火）体 3,240円料

月1回

女性限定

40代以上のスキンケアレッスン
見た目年齢が5歳若返る

メイクアップアーティスト
雨谷　有花

3,460円【月謝】

①第2 火曜  13：00～14：00【日程】
②第4 火曜  13：00～14：00

月2回（全4回）

女性限定イメージメイク
自分に合う季節色と

Color Coordinator/Make-up Artist
朴　昭潤

第2・4 日曜  16：00～17：00【日程】
5,082円【月謝】

月1回（全3回）

美肌レッスン
アロマとハーブで

JAA認定アロマインストラクター
NARDJAPAN認定アロマインストラクター岡崎　喜代子

①第2 金曜  15：30～17：00【日程】

2,704円【月謝】
10/13（金）、19（木）体 3,984円料

※別途教材費要

②第3 木曜  19：00～20：30

月2回

フラワーアレンジメント
楽しい

フラワーデコレーター協会本部認定セミナー講師
藤沼　桂子

第2・4 金曜  10：30～12：00【日程】
4,434円【月謝】

10/13（金）、27（金）体 4,212円料

※別途お花代要

月1回

フラワーアレンジメント
楽しい 　～プリザコース～

フラワーデコレーター協会本部認定セミナー講師
藤沼　桂子

第3 金曜  10：30～12：00【日程】
2,380円【月謝】

10/20（金）、11/17（金）体 5,140円料

※別途お花代要

月1回（全6回）

FDA3級取得講座
フラワーデコレーター協会本部認定セミナー講師
藤沼　桂子

第3 金曜  10：30～12：00【日程】
3,460円【月謝】

10/20（金）、11/17（金）体 5,740円料

※別途教材・お花代要

月1回（全12回）

FDAプリザーブドフラワー
講師養成講座
フラワーデコレーター協会本部認定セミナー講師
藤沼　桂子

第3 金曜  10：30～12：00【日程】
3,460円【月謝】

10/20（金）、11/17（金）体 4,060円料

※別途教材・お花代要

月2回

マナコフラワーデザイン
贈る花＆空間の花

マナコフラワーアカデミー　一級教授
長塚　よしえ

第2・4 日曜  10：30～12：30【日程】
4,218円【月謝】

11/12（日）体 3,780円料

※別途教材・お花代要

月1回

ミニョンプリザーブド
フラワーレッスン

フルールミニョン主宰齋藤　亮子

第2 火曜  10：30～12：30【日程】
2,380円【月謝】 ※別途お花代要

月2回

いけ花教室　広山流
心やすらぐ

茨城県華道連合会理事／水戸市華道連合会理事／広山流本部常任理事
大内　清花 ・ 根本　彩花

第2・4 火曜  13：00～14：30【日程】
4,650円【月謝】

10/10（火）、11/14（火）体 3,240円料

※別途お花代要

月1回

押し花教室
ふしぎな花倶楽部インストラクター
岡部　由美子

第4 水曜  10：15～12：15【日程】
2,380円【月謝】

10/25（水）体 3,160円料

※別途教材費要

月1回

レカンフラワー
お花の宝石箱

レカンフラワーインストラクター
常井　妙子

①第1 木曜  10：30～12：30
②第1 土曜  10：30～12：30

【日程】

2,380円【月謝】
11/2（木）、4（土）体 2,280円料

※別途教材費要

月1回

花のある暮らし
（プリザーブドフラワー＆フレッシュフラワー）

マミフラワーデザインスクール登録講師
近藤　佳代子

第4 土曜  15：00～16：30【日程】
2,920円【月謝】

10/28（土）、11/25（土）体 3,780円料

※別途教材・お花代要

10/22（日）、11/26（日）体

無意識に力が入っている体をゆる
めながら、身体を支える主要な軸
を機能させて、骨盤まわりを整え
ていくヨガです。初めての方、体力
に自信のない方も大歓迎です。

月2回

絵てがみ
心が温まる

久保田絵てがみ講座指導会員
人見　幸子

第1・3 月曜  10：30～12：00【日程】
4,002円【月謝】

10/16（月）、11/20（月）体 2,036円料

※用具代 要相談

※第2･4週 経験者クラス開講中

月2回

絵画教室
初心者から経験者まで

日展審査員／県展審査員／光風会理事
清水　優

第2・4 水曜  16：00～18：00【日程】
5,082円【月謝】

月1回

パステル和（NAGOMI）アート

インストラクター
中根　弘子

第2 月曜  13：00～15：00【日程】
2,380円【月謝】

10/16（月）、11/13（月）体 2,460円料

※用具代 要相談

月2回

水彩画・アクリル画

洋画家
篠崎　博見

第1・3 火曜  10：30～12：00【日程】
4,866円【月謝】

10/17（火）、11/21（火）体 2,268円料

※初回教材費要

月1回

ボタニカルアート講座
素敵な植物画を描こう！

ボタニカルアーティスト町田　美智代

第4 金曜  12：30～17：30【日程】
4,540円【月謝】

10/13（金） 12：30～14：30、
10/27（金） 13：00～15：00体 3,120円料

※用具代 要相談

月2回

きりえ
初めてでも楽しい

日本きりえ協会会員／全国立体切り絵教室講師
冨山　明峰・黒澤　知慧美

第2・4 土曜  10：30～12：00【日程】
4,218円【月謝】

10/14（土）、11/11（土）体 2,484円料

※別途教材費要

月2回

デジタル一眼レフカメラ入門
感性を磨く

フォトグラファー
新垣　宏久

第1・3 火曜  19：00～20：30【日程】
4,650円【月謝】

10/17（火）、11/21（火）体 2,160円料

月3回

楽しい英会話
カンタン！

English Fun英語英会話教室　主宰
オランレワジュ　知代子

第1～3 水曜  10：30～12：00【日程】
6,920円【月謝】

10/18（水）、11/15（水）体 2,160円料

※別途テキスト代要

月3回

楽しい中国語講座

茨城中国語研究懇話会会員
大内　和枝

第1～3 金曜  10：30～12：00【日程】
6,272円【月謝】

※現在、経験者のみ受入可

月4回

韓国語
ハングルから学ぶ

【月4回】

石岡・土浦社会教育センター
韓国語・韓国文化講師

李　貞植

①第1～4 月曜  19：00～20：00【日程】

8,542円【月謝】

※各クラスのレベル、スタート時期が異なります。

②第1～4 月曜  20：00～21：00

月3回【月3回】

①第1～3 水曜  13：00～14：10【日程】

6,611円【月謝】

②第1～3 水曜  14：30～15：40
③第1～3 土曜  16：00～17：10

月4回

中国語
你好から始めよう

范　斐児

①第1～4 土曜  17：30～19：00【日程】

9,190円【月謝】

10/7（土）、11/4（土）
19：10クラスのみ

体 2,160円料

※別途テキスト代要

②第1～4 土曜  19：10～20：40

月2回（全4回）

カラーコーディネート講座
カラーコーディネーター山本　妙子

第1・3 月曜  13：00～14：30【日程】
6,810円【月謝】

11/6（月） 13：00～14：00体
1,080円料

※別途教材費要

月3回（全6回）

話し方教室
すぐに役立つ！

ビジネスマナー講師
舘岡　裕子

第1・2・4 土曜  13：00～14：30【日程】
6,920円【月謝】 ※別途テキスト代要

月2回（全6回）

女子力アップマナー講座
私らしさを応援します！

ビジネスマナー講師
舘岡　裕子

第2・4 木曜  19：00～20：30【日程】
4,650円【月謝】 ※別途テキスト代要

月3回（全6回）

出来る男のビジネスマナー講座
驚くほど変化する！

ビジネスマナー講師
舘岡　裕子

第1・2・4 土曜  10：30～12：00【日程】
6,920円【月謝】 ※別途テキスト代要

月2回（全12回）

きもの着付
～ひとりで着られる喜びを～

華結びの会会長／元長沼静きもの学院水戸校教室長
古川　千鶴子

①第1・3 火曜  14：30～16：00【日程】

4,650円【月謝】
10/13（金）、17（火）体 2,160円料

※きものレンタル有

※修了後、中級への進級可

②第2・4 金曜  19：00～20：30

月2回

茶道教室　一期一会
お洋服でもお気軽に

江戸千家茶道教授
桐原　宗嘉

第1・3 金曜  13：00～15：00【日程】
4,650円【月謝】 ※別途教材費要

月1回

短歌に親しもう
茨城歌人会編集委員／茨城県歌人協会理事／
「りとむ」会員歌集「野鳥時計」

小沼　青心

第2 火曜  10：30～12：00【日程】
2,056円【月謝】

10/10（火）、11/14（火）体 1,080円料

月2回（全4回）

はじめてのプログラミング
茨城大学名誉教授
仙波　一郎

第2・4 日曜  15：00～16：30【日程】
5,730円【月謝】

10/29（日）体 2,820円料
※別途教材費要

※17：00～18：30　初級クラス有

月2回（全10回）

AFT色彩検定受験対策講座
文部科学省後援 【3級】

カラーコーディネーター山本　妙子

①第1・3 月曜  15：00～16：30【日程】

5,730円【月謝】
11/6（月） 14：00～15：00体 1,080円料

※別途教材費要

※別途、2級・1級対策クラス有

②第2・4 火曜  19：00～20：30

月1回

唱歌・童謡を楽しもう！

音楽講師
渡辺　奈緒子

第1 金曜  10：30～11：30【日程】
2,380円【月謝】

11/17（金） 13：30～14：30体
2,160円料

※楽譜代要

月2回

詩吟・和歌教室
漢詩の心　和歌の雅

光楓吟詠学院教授師範
大谷　光夕

第1・3 水曜  13：00～14：30【日程】
4,650円【月謝】

10/18（水）、11/15（水）体 2,160円料

※別途テキスト代要

月2回

オカリーナ
楽しい

【グループ】

カンターレ・オカリーナ専任講師
高野　美雪

第1・3 木曜  19：00～20：30【日程】
5,730円【月謝】

10/19（木） 17：30～18：00体

2,700円料

※楽器要

※楽器要

月2回【個人】
第1・3 木曜  
18：00～19：00（内30分）

【日程】

5,730円【月謝】

月2回

小5～

エレキ＆アコースティック
ギター教室

【グループ】

ギタリスト
小笠原　進滋

第1・3 水曜  20：00～21：00【日程】
4,650円【月謝】

10/18（水）、11/15（水）体

2,160円料

※楽器レンタル可

月2回【個人】
第1・3 水曜  
17：00～20：00（内30分）

【日程】

5,730円【月謝】

10/18（水）、11/15（水）
17：00～17：30のみ

体

2,160円料

月2回

カシオトーンを弾こう
大人のための楽しい ～キーボード～

カシオミュージックサークル講師
渡辺　奈緒子

第2・4 木曜  13：00～14：30【日程】
4,650円【月謝】

10/12（木）、11/9（木）体 2,160円料

※楽器レンタル可

月2回

小5～尺八
初歩から上級まで

琴古流尺八　鈴慕会師範
飯田　鈴廣

第1・3 日曜  18：00～19：00【日程】
4,650円【月謝】

10/15（日）、11/19（日）体 1,080円料

※楽器要（体験時レンタル有）

月2回

大正琴
その場で曲が弾ける

琴城流大正琴振興会指導講師
小野瀬　末子

第2・4 木曜  12：45～14：45【日程】
4,002円【月謝】

10/12（木）、11/9（木）体 1,836円料

※楽器要（体験時レンタル有）

月2回

お箏（こと）個人レッスン
はじめての

東京芸術大学卒業
大須賀　佳緒里

第2・4 火曜  14：30～18：00（内40分）【日程】
6,810円【月謝】

10/10（火）、11/14（火）
17：10～17：50のみ

体 3,240円料

※楽器レンタル可

月2回

三味線　個人レッスン
初歩からのやさしい

東京芸術大学卒業
大須賀　佳緒里

第2・4 火曜  14：30～18：00（内40分）【日程】
6,810円【月謝】

10/10（火）、11/14（火）
17：10～17：50のみ体 3,240円料

※楽器レンタル可

月2回

文化箏教室 個人レッスン
楽しい

ゼンオン文化箏認定講師
大須賀　佳緒里

第2・4 火曜  14：30～18：00（内40分）【日程】
6,810円【月謝】

10/10（火）、11/14（火）
17：10～17：50のみ

体 3,240円料

※楽器要（体験時レンタル可）

月1回

ラテンパーカッション

ラテンパーカッション講師
加藤　ちゃぼ

第1 木曜  19：00～20：30【日程】
2,380円【月謝】 ※楽器レンタル可

月2回

カラオケ歌謡教室
しっかり歌ってみよう！

日本作詞家協会会員
橘　れい

①第1・3 金曜  12：45～14：15【日程】

4,434円【月謝】
②第1・3 金曜  14：30～16：00


