
講座名 講師 開講日・時間 受講料 教材費 持ち物・備考

～入会金無料～
初心者の方のための1DAYマジックレッスン

RSC事業部代表　マジック講師　六本木達也

5/9（火）13時30分～15時
5/13（土）18時30分～20時
6/3（土）10時30分～12時
6/3（土）18時30分～20時

会員：1,620円
非会員：1,728円

教材費/500円
持ち物/のり、はさみ
※希望日をお選びください

〜入会金無料～
はじめませんか？
40歳からの姿勢と歩きかた

Beauｔé  Style～ボーテスタイル～
ビューティウォーキングインストラクター　　亀谷　葵

5/27（土）　10時30分～12時
6/24（土）　10時30分～12時

会員:：1,296円
非会員：1,512円

教材費/3200円 持ち物/お持ち帰り用の袋

～入会金無料～
Word1日集中

共栄データセンター講師 5/13（土）13時～16時
会員：4,212円
非会員：5,292円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
あなたの魅力をアップさせる
パーソナルカラーコーディネート
～骨格診断による似合うライン（シルエット）
診断～
～あなたの顔色からわかる気質～

PCAカラーイマジニスト、AFT色彩検定１級
AFT認定カラーデザイナー　大嶋歩

5/14（日）10時～12時
会員：1.404円
非会員：1.620円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円 持ち物/顔が映るくらいの鏡、筆記用具

～入会金無料～
お片付けカフェ講座
～お金が貯まっちゃうかも？！
　　やってみたい片づけ習慣編～

ライフオーガナイザー1級資格
（社）日本ライフオーガナイザー協会　薮下智子

5/15（月）13時～14時30分
会員：2,376円
非会員：2,484円

飲み物代/300円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
アンチエイジングの美肌乳液づくり（UVカッ
ト）講座
～アロマテラピー効果で肌とココロ心地よく
～

ＮＰOジャパンハーブソサエティー上級インストラクター
スリランカ・アーユルヴェーダ医学協会認定インストラクター
稲葉美智子

5/15（月）13時～15時
会員：1,620円
非会員：1944円

教材費/100ml
2,000円

なし

～入会金無料～
裂き布で作る　布ぞうり

日本手芸普及協会　手織り指導員　大川喜代美
5/17(水)10時～12時
5/29(月)13時30分～16時

会員：1,404円
非会員：1,620円

教材費/500円
持ち物/不要なTシャツ2枚ほど（手ぬぐい、綿
布でも可）、針金のハンガー1個、洗濯バサミ1
個、はさみ、手芸用ボンド

～入会金無料～
カフェミナージュレッスン
～ダストボックス作り～

日本プリナージュ協会公認講師・Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｉａra主宰
木下麻衣

5/19（金）10時～12時
6/11（日）10時～12時

会員：1,620円
非会員：1,728円

教材費/1,800円
持ち物/布きりはさみ
※希望日をお選びください

～入会金無料～
女性限定！美しい姿勢を作る
骨盤ストレッチ!!

美容ｶｲﾛ・ｴｽﾃｻﾛﾝプラスコットン優秀A級ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾀｰ
5/19（金）10時～11時
5/25（木）19時～20時

会員：1,404円
非会員：1,620円

― 持ち物/動きやすい服装、タオル

～入会金無料～
Excel中級

共栄データセンター講師 5/20（土）13時～16時
会員：1,620円
非会員：1,728円

教材費/100円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
手縫いで作る　和風ピエロ

国家検定和裁1級技能士　古宮都子 5/20（土）13時30分～16時30分
会員：1,296円、
非会員：1,404円

教材費/500円 持ち物/裁縫セット

～入会金無料～
カルトナージュ体験
～ペルメル作り～

日本プリナージュ協会公認講師・Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｉａra主宰
木下麻衣

5/26（金）10時～12時
会員：1,620円
非会員：1,728円

教材費/2,000円
持ち物/布きりはさみ
※大きさ（縦26cm×横36cm）
※お好きな色お選びいただけます

～入会金無料～
Excel上級

共栄データセンター講師 5/27（土）13時～16時
会員：4,212円
非会員：5,292円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
ハワイアンキルト　ペットボトルケース

（公財）日本手芸普及協会　パッチワークキルト指導員
杉本憂美子
講師　田中記子

5/27（土）
6/10（土）、24（土）
全日13時30分～16時

会員：5,400円
非会員：5,724円

教材費/1,200円 持ち物/裁縫道具、シャープペンシル（2B）

～入会金無料～
木工女子会
木製椅子を作る

木工DIYアドバイザー　高間信夫 6/1（木）13時30分～16時30分
会員：1,620円
非会員：1,728円

教材費/2,300円 持ち物/軍手、エプロン、マスク（必要な方）

～入会金無料～
旅行に役立つ　台湾華語を学ぼう！

中文工房フォルモサ　中国語講師　羅　婷婷
6/2（金）10時～11時30分
6/16（金）10時～11時30分

会員：1,620円
非会員：1,728円

教材費/500円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
Excel応用

共栄データセンター講師 6/3（土）13時～16時
会員：4,212円
非会員：5,292円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
ボタニカルサシェ作り

キャンドル講師　喜多このみ
6/3（土）14時～15時30分
6/25（日）14時～15時30分

会員：1,296円
非会員：1,404円

教材費/1,700円
（2つセット）

持ち物/はさみ、エプロン
※希望日をお選びください

～入会金無料～
のりを使わないクラフト表装
ミニ一輪挿し掛け軸作り

クラフト表装研究会福井支部支部長講師　白崎由美子 6/7（水）13時～14時 体験料：500円 教材費/1,000円
持ち物/はさみ
※大きさ　約縦38ｃｍ×横14ｃｍ

～入会金無料～
PowerPoint初級

共栄データセンター講師 6/10（土）13時～16時
会員：4,212円
非会員：5,292円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
茶道（煎茶道静風流）　立礼式　体験

煎茶道静風流理事、参与　村田光幸 6/14（水）10時～12時
会員：1,620円
非会員：1,728円

教材費/500円 なし

～入会金無料～
写真入りハガキを作ってみよう

共栄データセンター講師 6/17（土）10時～12時
会員：2,808円
非会員：3,888円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円
持ち物/筆記用具、写真データ（お持ちの方の
み）

～入会金無料～
Excel1日集中

共栄データセンター講師 6/17（土）13時～16時
会員：4,212円
非会員：5,292円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円 持ち物/筆記用具

2017年　4月期の1dayカルチャー
※1dayカルチャーはお電話でお申し込みください　0776-57-5200（文化センター）



～入会金無料～
手縫いで作る　お地蔵様

国家検定和裁1級技能士　古宮都子 6/17（土）13時30分～16時30分
会員：1,296円
非会員：1,404円

教材費/500円 持ち物/裁縫セット

～入会金無料～
手作りハーブ洗顔石けん

ＮＰOジャパンハーブソサエティー上級インストラクター
スリランカ・アーユルヴェーダ医学協会認定インストラクター
稲葉美智子

6/19（月）13時～15時
6/25（日）13時～15時

会員：1,620円
非会員1,944円

教材費/100g　450
円

なし
※希望日をお選びください

～入会金無料～
Excel中上級

共栄データセンター講師 6/24（土）13時～16時
会員：4,212円
非会員：5,292円

ﾃｷｽﾄ代/1,080円 持ち物/筆記用具

～入会金無料～
肌タイプ別アロマローションと
美肌ジェルづくり講座

ＮＰOジャパンハーブソサエティー上級インストラクター
スリランカ・アーユルヴェーダ医学協会認定インストラクター
稲葉美智子

6/25（日）10時～12時
会員：1,620円
非会員1,944円

材料費/2,350円 なし

～入会金無料～
あなたの魅力をアップさせる
パーソナルカラーコーディネート
～流行色を取り入れたファッションコーディ
ネート～
カラーコーディネートテクニック

PCAカラーイマジニスト、AFT色彩検定１級
AFT認定カラーデザイナー　大嶋歩

6/25（日）10時～12時
会員：1.404円
非会員：1.620円

教材費/500円 持ち物/のり、はさみ

～入会金無料～
お片付けカフェ講座
～見つけましょう！あなたにピッタリのお片
付け術編～

ライフオーガナイザー1級資格
（社）日本ライフオーガナイザー協会　薮下智子

6/27（火）13時～14時30分
会員：2,376円
非会員：2,484円

飲み物代/300円 持ち物/筆記用具

■語学

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

大人の英会話　入門
（海外旅行・日常会話）

越前イングリッシュセンター講師
英検１級・カリフォルニア州立大学卒　矢尾博子

月曜　10時～11時
3ヵ月9回
14.580円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

大人の英会話　初級
（海外旅行・日常会話）

越前イングリッシュセンター講師
英検１級・カリフォルニア州立大学卒　矢尾博子

月曜　11時10分～12時10分
3ヵ月9回
14.580円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

大人の英会話　中級
（海外旅行・日常会話）

越前イングリッシュセンター講師
英検１級・カリフォルニア州立大学卒　矢尾博子

月曜　13時～14時
3ヵ月9回
14.580円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

大人の英会話　上級
（海外旅行・日常会話）

越前イングリッシュセンター講師
英検１級・カリフォルニア州立大学卒　矢尾博子

月曜　14時15分～15時15分
3ヵ月9回
14.580円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

ビジネスにも使える
大人の英会話　基礎
（海外旅行・日常会話）

越前イングリッシュセンター講師
英検１級・カリフォルニア州立大学卒　矢尾博子

木曜　18時30～19時30分
3ヵ月10回
16,200円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

ビジネスにも使える
大人の英会話　応用
（海外旅行・日常会話）

越前イングリッシュセンター講師
英検１級・カリフォルニア州立大学卒　矢尾博子

木曜　19時40分～20時40分
3ヵ月10回
16,200円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

英会話基礎/外国人講師
越前イングリッシュセンター（EEC）講師
キッシュワキ　コミュニティカレッジ卒
シャーリーン・ドゥーティー

木曜　10時～11時
3ヵ月10回
21,600円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

英会話応用/外国人講師
越前イングリッシュセンター（EEC）講師
キッシュワキ　コミュニティカレッジ卒
シャーリーン・ドゥーティー

木曜　11時10分～12時10分
3ヵ月10回
21,600円

見学可（要予約）
材料費/ﾃｷｽﾄ代：実費
※ご見学のうえお申し込みください

大人のための楽しい英会話 英検１級・通訳案内士　国村正子 火曜　13時30分～14時30分
3ヵ月10回
21,600円

見学可（要予約）
教材費/ﾌﾟﾘﾝﾄ代100円（3ヵ月分）
※ご見学のうえお申し込みください

海外旅行の英会話 英検１級・通訳案内士　国村正子 火曜　14時50分～15時50分
3ヵ月10回
21,600円

見学可（要予約）
教材費/ﾌﾟﾘﾝﾄ代100円（3ヵ月分）
※ご見学のうえお申し込みください

韓国語超入門3ヵ月コース 池恩美韓国語・英語会話教室　講師　池恩美 水曜　11時10分～12時10分
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 教材費/ﾃｷｽﾄ代　1,296円

韓国語　中級会話 池恩美韓国語・英語会話教室　講師　池恩美 水曜　10時～11時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 教材費/ﾃｷｽﾄ代　1,500円

楽しく学ぼう　中国語講座 中国語講師　顧海燕 水曜　19時～20時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/ﾃｷｽﾄ代3,240円
持ち物/筆記用具
※ご見学のうえお申し込みください

中国語　中級クラス 中国語講師・通訳翻訳　羅婷婷 第2・4土曜　10時～12時
3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/ﾃｷｽﾄ代実費
持ち物/筆記用具
※ご見学のうえお申し込みください

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

2017年　4月期講座一覧



■教養

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

ふるさと福井の歴史と文化財に学ぶ 郷土史研究家・中世考古学研究家　南洋一郎 第4木曜　13時30分～15時
3ヵ月3回
6,480円

不可
教材費/ﾌﾟﾘﾝﾄ代実費
持ち物/筆記用具

■文芸

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

楽しい川柳 番傘川柳本社同人　幹事　久﨑田甫 第3金曜　13時30分～15時30分
3ヵ月3回
3,888円

見学可（要予約） 持ち物/筆記用具

はじめての短歌 未来短歌会編集員　NHK学園短歌コース講師  紺野万里 第4水曜　13時～14時30分
3ヵ月3回
4,860円

体験可（有料・要予
約）
会　員：1,728円
非会員:1,836円

持ち物/筆記用具

■茶道

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

茶道（表千家） 表千家教授　村田幸子
木曜　13時～15時30分
木曜　15時30分～18時
木曜　18時～21時

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/2,200円（茶、お菓子、消耗品費（１ヵ月
分）
持ち物/道具（懐紙入れなど）

茶道（裏千家） 裏千家教授　水上宗節

金曜　15時～17時
金曜　18時～20時
土曜　10時～12時
土曜　13時～15時

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/2,200円（茶、お菓子、消耗品費（１ヵ月
分）
持ち物/道具（懐紙入れなど）

テーブルで楽しむ
茶道（煎茶道静風流）　立礼式

煎茶道静風流理事、参与　村田光幸 第2・4水曜　10時～12時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/1.000円（茶、お菓子、消耗品費（１ヵ月
分）
持ち物/道具（懐紙入れなど）

茶道（煎茶道静風流） 煎茶道静風流理事、参与　村田光幸 木曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/1,600円（茶、お菓子、消耗品費（１ヵ月
分）
持ち物/道具（懐紙入れなど）

■華道

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

華道（池坊）
華道家元池坊総華督(福井支部)　源谷藤子
華督　源谷桂子

火曜　10時～12時
火曜　14時～16時
火曜　17時～20時
土曜　10時～12時

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/花代１回につき870円
持ち物/花器、剣山、はさみ

草月流いけばな １級師範理事　佐藤枝仙 土曜　14時～16時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/花代1回につき850円
持ち物/はさみ

■着付け

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

京風着つけとマナー
山下和子着物学院学院長　山下和子
同副学院長　谷口早苗

火曜　10時～12時
火曜　13時30分～15時30分
火曜　19時～21時

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/ﾃｷｽﾄ代2.000円
持ち物/着付け道具一式

きもの着付けとその心得と伊賀白鳳流組紐
道

ホクビ京都きもの学院学院長　小林順子
月曜　10時30分～12時30分
月曜　14時～16時

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）

着付け教材費/襟芯500円（２種）
持ち物/着付け道具一式
組紐教材費/ﾃｷｽﾄ上下巻各1.500円、化繊
1300円、絹3200円

きもの着付けと帯結び きもの着装師直師範１級　木田かをる 土曜　18時～20時
3ヵ月9回
11,664円

見学可（要予約） 持ち物/着付け道具一式

■マナー

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

～短期講座～
日常のﾏﾅｰからﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰまで
エレガンスマナーサロン/前期コース

和流（ナゴミリュウ）礼法家元　山下和子 第3水曜　14時～15時30分

1年12回
（前期ｺｰｽ6ヵ
月）
12,960円

見学可（要予約） 半年に1回会食実習有り（費用別途）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学・体験希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。0776-57-5200(文化センター）

満席

満席



■美容

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

ハーブとアロマで
美と健康管理＆アーユルヴェーダ

ＮＰOジャパンハーブソサエティー上級インストラクター
スリランカ・アーユルヴェーダ医学協会認定インストラク
ター
稲葉美智子

第1・3木曜　10時30分～12時
3ヵ月6回
9,072円

見学可（要予約） 教材費/3ヵ月4,000円～5,000円

～短期講座～
メイク初級資格取得講座

AEA認定全日本エステ指導育成協会福井支部講師
AEA認定フェイシャル専科メイク教室福井支部講師
鈴木晴子

第1・3火曜　19時～20時30分
3ヵ月6回
10,800円

不可
教材費/3,672円、ﾗｲｾﾝｽ料/1.728円
持ち物/手鏡、筆記用具

～短期講座～
エステ（フェイシャル専科）資格取得講座
初級コース

AEA認定全日本エステ指導育成協会福井支部講師
鈴木晴子

第1・3木曜　13時～16時
3ヵ月6回
31,320円

不可
教材費/11,880円、ﾗｲｾﾝｽ料/10.800円
持ち物/筆記用具

■センスアップ

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

～短期講座～
～古の歌を奏で心と体を整える～
辻岡流ヴォイス メイキング講座

辻岡流COMPANY 代表 voiceﾀﾚﾝﾄ　辻岡伸枝
第4日曜　13時～14時
※6月は第2日曜

3ヵ月3回(一括）
6,480円

体験可（有料・要予
約）
会　 員2,160円
非会員2,376円

教材費/1.500円　※希望者のみCD500円
持ち物/動きやすい服装（ｼﾞｰﾝｽﾞ・ｽｶｰﾄ以外）
※体験の場合、初回時に簡易ﾃｷｽﾄ300円も選
択可

季節のフラワーデザイン12ヵ月
生花・プリザーブドフラワー

マミフラワーデザインスクール福井登録クラス
YFフラワー主宰　吉岡起多代

第3水曜　13時30分～15時
3ヵ月3回
5,184円

見学可（要予約）
教材費/資材3,240円（初回のみ）、生花2,000
円、プリザーブドフラワー2,800円～
※お申し込みは1週間前まで

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ＆ｱｰﾃｨﾌｨｼｬﾙﾌﾗﾜｰ
スタイリッシュレッスン

リッチェプロフェッショナルズ登録教室講師
Rosa主宰　澤田江美

第2火曜　19時～20時30分
3ヵ月3回
6,480円

見学可（要予約）
教材費/1作品2.700～3.900円
持ち物/専用はさみ　（販売可/1.296円）

■コミュニケーション

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

～短期講座～
～印象が良くなる！～

話し方講座
チームつづろ　ボイストレーニング専任講師　三河文代

第3金曜　19時30分～21時
※初回日1月13日～

3ヵ月9回
15,552円

不可
教材費/テキスト代2,000円
持ち物/筆記用具
※お申し込みは1週間前までにお願いします

■書道

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

書道（漢字、かな、硬筆、細字、実用書）
（一社）若越書道会董事　木村江邨
（一社）若越書道会副会長　小林玉秋

木曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/書道道具一式

一般書道・ペン習字・日常細字 （一社）若越書道会会員　杉下華円ほか
木曜　14時30分～16時30分
木曜　17時30分～19時30分

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/書道道具一式

くらしの毛筆（太字・細字） （一社）若越書道会副会長　小林玉秋
月曜　13時30分～15時30分
月曜　18時30分～20時30分

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/400円
持ち物/書道道具一式

楽しい書道
日本墨書会名誉会長　西山隆崖
日本墨書会常任理事　岡崎朱陵

金曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/約700円
持ち物/書道道具一式

はじめての書道（細字・かな・ペン） 日本墨書会常任理事　岡崎朱陵 火曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
ﾃｷｽﾄ代/１ヵ月約600円
持ち物/書道道具一式

やさしいペン字　細字
福井県書作家協会推薦参事　日本墨書会総務　髙橋佳
月

水曜　18時30分～20時30分
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/約650円
持ち物/お問い合わせください

くらしに役立つ日常の書道 福井県書作家協会会員　田邊真寿実 金曜　19時～21時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/1,500円～
持ち物/書道道具（小筆）一式

■絵画

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

日本画講座
現代童画会委員
現代童画会福井地区地区長　岩佐れい子

第1・3土曜　10時～13時
3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/画材、道具一式

洋画教室（水彩・アクリル・油絵） 嵯峨美術短期大学洋画科卒業　田中妃登美 水曜　19時～21時
3ヵ月9回
11,664円

見学可（要予約） 持ち物/画材、道具一式

趣味の油絵  土曜ｺｰｽ 嵯峨美術短期大学洋画科卒業　田中妃登美 第2・4土曜　10時～13時
3ヵ月5回
9,720円

見学可（要予約） 持ち物/画材、道具一式

写実画 多摩美術大学デザイン科卒、デザイナー　山崎健志 木曜　14時30分～16時30分
3ヵ月9回
16,524円

見学可（要予約）
持ち物/スケッチブック（F6サイズ）、ねりゴム、
消しゴム、羽箒、鉛筆（6H～6B）
※初めて受講の方はレモンをお持ち下さい

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学・体験希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学・体験希望はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

満席



楽しく描こう色鉛筆画と絵てがみ 色鉛筆画講師　多田くにお 水曜　13時～15時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/色鉛筆

楽しい水彩スケッチ教室 水彩画講師　松宮実 木曜　18時30分～20時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸ、鉛筆、消しゴム

水彩画教室
アトリエ羊庵（ヒツジゴヤ）主宰
一陽会委員　一陽会認定師範　北嶋三智子

第2・4火曜　10時～12時
3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
持ち物/道具一式、画材
※透明水彩絵の具使用

～日々を彩ろう～
墨彩絵てがみ

福井県水墨画協会　会長　中村鐵遷 第2・4金曜　13時30分～15時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
持ち物/書道道具・練習紙・筆
※水墨画講座と合同開講

水墨画 福井県水墨画協会　会長　中村鐵遷 第2・4金曜　13時30分～15時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
持ち物/書道道具・練習紙・筆
※手持ちの道具をお持ちください
※墨彩絵てがみ講座と合同開講

植物を本物のように美しく描く
ボタニカルアート

(一社）日本クラフトアート協会　ｼﾙﾊﾞｰｱｰﾃｨｽﾄ　浅野幸枝 金曜　13時30分～15時30分
3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
持ち物/描きたい植物・絵の具・鉛筆・定規・
カッターナイフ

■アート

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

～短規講座～
クリニカルアート（臨床美術）
心ウキウキ！！

臨床美術士　橋本洋子 第2・4火曜　19時～21時
3ヵ月6回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:2,160円
非会員:2,268円

材料費：消耗品1,200円、ｵｲﾙﾊﾟｽﾃﾙ820円(初
めての方のみ）
持ち物/ﾃｰﾏのﾓﾁｰﾌ、ｵｲﾙﾊﾟｽﾃﾙ、ｽﾃｨｯｸの
り、はさみ、筆記用具

■音楽

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

童謡からポップスまで
大人のピアノ・キーボード（個人レッスン）

ローランド・ミュージック・スクール認定講師　吉田隆夫
木曜　10時～13時
※上記時間内で1人30分

3ヵ月9回
21,384円

見学可（応相談）
持ち物/希望の楽譜、キーボードの方は楽器
持参
※キーボード斡旋可（2万円前後）

かんたんに弾けるギター教室 ギター講師　川崎秀徳 月曜　14時～15時30分
3ヵ月9回
15,552円

見学可（要予約） 持ち物/フォークギター

ギターをはじめよう！個人レッスン
（木曜クラス・金曜クラス）

ギター講師　斉藤慶太
木曜　16時15分～20時45分
金曜　15時30分～18時30分
※上記の時間内で1人30分

3ヵ月9回
17,496円

見学可（応相談）
教材費/実費
持ち物/クラシックまたはフォークギター
（レンタル１回500円）

はじめてのウクレレ
（火曜コース）・（土曜コース）

福井ウクレレクラスタ楽音代表　岩佐高征
ウクレレ講師　山根純子

第1・3火曜　10時～11時
第2・4土曜　10時～11時

3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/実費
持ち物/ウクレレ（レンタル１回500円）
※楽器のない方貸出し可

はじめてみようフルート教室（個人レッスン）
（午前クラス・午後クラス）

フルートパートナーズ会員　岩山恵美
月曜　10時～12時
月曜　16時～20時
※上記の時間内で1人30分

3ヵ月9回
24,300円

見学可（応相談） 持ち物/フルート

はじめてのオカリナ オカリナ講師　田賀優及子 第1・3金曜　10時～11時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/テキスト代2,700円、コピー代実費
持ち物/オカリナ

やさしいオカリナ　初級 オカリナ講師　田賀優及子 第2・4金曜　11時05分～12時05分
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/テキスト代2,700円、コピー代実費
持ち物/オカリナ

やさしいオカリナ　中級 オカリナ講師　田賀優及子 第2・4金曜　10時～11時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/テキスト代2,700円、コピー代実費
持ち物/オカリナ

趣味のオカリナ（日曜クラス） オカリナ講師　田賀優及子 第2・4日曜　10時～11時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/テキスト代2,700円
持ち物/オカリナ

～新規講座～
オカリナ（個人レッスン）

オカリナ講師　田賀優及子
第1・3金曜　11時15分～12時45分
※上記の時間内で1人30分

3ヵ月6回
14,904円

見学可（応相談）
教材費/実費
持ち物/オカリナ

箏・三絃（個人レッスン） 生田流、宮城社師範　戸田博美
土曜　13時30分～18時
※上記時間内で1人30分

3ヵ月10回
20,520円

見学可（応相談） 教材費/教本1.000円～

箏・三絃・胡弓（個人レッスン） 生田流、宮城社大師範　勝田葉子
月曜　16時30分～19時30分
※上記時間内で1人30分

3ヵ月9回
17,496円

見学可（応相談）
教材費/教本1.000円～
持ち物/筆記用具

しの笛　　（個人レッスン） 福原流　横笛奏者　福原一笛
火曜　15時30分～19時
※上記の時間内で1人30分

3ヵ月6回
25,920円

見学可（応相談）
教材費/実費
持ち物/笛（販売可）

しの笛　　（入門・基礎クラス） 福原流　横笛奏者　福原一笛 火曜　19時15分～20時
3ヵ月9回
24,300円

見学可（応相談）
教材費/4,320円～
持ち物/笛（販売可）

しの笛　　（専修・応用クラス） 福原流　横笛奏者　福原一笛 火曜　20時～20時45分
3ヵ月9回
24,300円

見学可（応相談）
教材費/4,629円～
持ち物/笛（販売可）
※入門・基礎クラスを修了した方

都山流　尺八 都山流　尺八楽会　竹琳軒　水井推山 第2・4火曜　13時30分～14時40分
3ヵ月6回
21,384円

見学可（要予約）
教材費/2.200円
持ち物/笛（楽器のない方無料貸出し有）
※初めての方要見学

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

満席

満席

満席



～悠久の調べ～
二胡教室(個人レッスン）

日本二胡振興会理事　李丹（リ・ダン）
土曜　18時30分～20時30分
※上記の時間内で1人30分

3ヵ月9回
24,300円

見学可（応相談）
教材費/3ヵ月後に必要
持ち物/二胡（レンタル二胡1回500円）

演歌教室
～歌、人、こころ、演歌の神髄をレッスン～

ビクター認定講師　南紀美栄 土曜　14時～15時
3ヵ月6回
8,424円

見学可（要予約） ―

はじめてのゴスペル ヴォイストレーナー　近藤芽以 第2・4水曜　18時45分～19時45分
3ヵ月6回
8,424円

見学可（要予約）
教材費/200円
持ち物/筆記用具

ゴスペル・コーラス ヴォイストレーナー　近藤芽以 水曜　20時～21時
3ヵ月11回
15,444円

見学可（要予約） 教材費/200円

大人の英語ソング ヴォイストレーナー　近藤芽以 第3水曜　10時30分～11時30分
3ヵ月3回
5,184円

体験可（有料・要予
約）
会員:1,890円
非会員:1,998円

持ち物/筆記用具

～新規講座～
やさしいジャズコーラス

ヴォイストレーナー　近藤芽以 第1・3水曜　18時45分～19時45分
3ヵ月6回
8,424円

見学可（要予約）
教材費/200円
持ち物/筆記用具

■手芸

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

かんたん手織り 日本手芸普及協会　手織り指導員　大川喜代美 第1・3土曜　13時30分～15時30分
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）

教材費/ﾃｷｽﾄ代1,200円、材料費1000円～
2000円
持ち物/織り機、はさみ、メジャー、アクリル並
太毛糸、カレンダー5～6枚、すべり止めマット

～新規講座～
手織り＆手編み
小物ハンドメイド

日本手芸普及協会　手織り指導員　大川喜代美 第1・3水曜　10時～12時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
織り機レンタル500円
持ち物/お問い合わせください

本格手織り講座 日本手芸普及協会　手織り指導員　大川喜代美 第4日曜　13時30分～16時30分
3ヵ月3回
11,664円

見学可（要予約）

テキスト代と資格取得費別途必要
持ち物/織り機、はさみ、メジャー、アクリル並
太毛糸、カレンダー5～6枚、すべり止めマット
※資格取得をする講座です

簡単！楽しいあみもの あむあむニットルームみやごし講師　宇野佳苗 第1・3水曜　13時30分～15時30分
3ヵ月6回
7,776円

見学可（要予約）
教材費/実費
持ち物/筆記用具、はさみ
編み物用具（お持ちの方）

かんたんニット工房
日本編物文化協会手編み指導員・同機械師範
小寺克子　小川由貴子

月曜　10時～12時
3ヵ月6回
7,776円

見学可（要予約）
教材費/実費
かぎ針（お持ちの方）、はさみ、筆記用具

楽しいパッチワークキルト
（公財）日本手芸普及協会　パッチワークキルト指導員
杉本憂美子

第2・4火曜　１0時～12時
第1・3金曜　10時～12時

3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/お持ちの裁縫道具、筆記用具

ハッピーキルト教室
（公財）日本手芸普及協会　パッチワークキルト指導員
杉本憂美子

第2・4土曜　13時30分～16時
3ヵ月5回
13,500円

見学可（要予約）
教材費/道具代など5,000円(初回のみ)
持ち物/お持ちの裁縫道具、筆記用具

和裁 国家検定和裁1級技能士　古宮都子 金曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/ﾃｷｽﾄ代500円（希望者のみ）
持ち物/裁縫道具、はさみ、反物

洋裁 福井デザイン専門学校講師　廣瀨政子ほか 月曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/ﾃｷｽﾄ代希望者のみ2冊3,600円
持ち物：裁縫道具（針、糸etc.）　型紙2枚60円

～洋服・着物をアレンジ！～
おしゃれ雑貨リメイク

創作帯作家　井筒典子 第2・4金曜　13時30分～15時30分
3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/ﾘﾒｲｸしたい洋服・着物類、ものさし、裁
縫道具

仕覆教室　午前コース
仕覆教室　午後コース

仕覆作家　丹羽陽光
第1火曜　10時～12時
第1火曜　13時30分～１5時30分

3ヵ月3回
16,200円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/筆記用具、メモノート

仕覆教室　全日コース 仕覆作家　丹羽陽光
第1火曜　10時～12時
　　　　　 　13時～30分～15時30
分

3ヵ月3回
25,920円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/筆記用具、メモノート

■手工芸

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

レザークラフト（革工芸） 竹翠会講師　つつみ会主宰　堤佳代子 火曜　13時～15時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 教材費/材料費実費、消耗品費毎回300円

木彫（仏像・人形・レリーフ） 木彫家　岸下順一 金曜　19時～21時
3ヵ月9回
11,664円

見学可（要予約）

教材費/ﾃｷｽﾄ代希望者のみﾌﾟﾘﾝﾄ代１枚10
円、
材料費・道具実費
持ち物/道具一式、古いタオル1枚

かんたんでたのしい籐工芸 日本ラタンクリエイター協会会長　小木史代　門嶋恵子
木曜　10時～12時
木曜　18時30分～20時30分

3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 教材費/実費

組みひもで作る小物・アクセサリー 綬の会組みひも学院１級主事講師　木田かをる 第2・4月曜　15時～17時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/材料費小物用1,000円～
帯締め用3,600円～

たのしい塗り絵と
トールペイント

 (一社）日本クラフトアート協会　ｼﾙﾊﾞｰｱｰﾃｨｽﾄ
浅野幸枝

第2・4水曜　10時～12時
3ヵ月6回
12.960円

見学可（要予約） 教材費/実費

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）



表装でつくる　タペストリー
～着物地や和紙を使って～

クラフト表装研究会福井支部支部長 講師　白崎由美子
助教師　花弥清一
助教師　久保禮子

第2・4水曜　13時30分～15時30分
3ヶ月6回
9,720円

見学可（要予約） 教材費/実費

～新規講座～
表装でつくる　タペストリー　入門

クラフト表装研究会福井支部支部長 講師　白崎由美子
助教師　花弥清一
助教師　久保禮子

第1水曜　13時30分～15時30分
3ヶ月6回
4,860円

見学可（要予約） 教材費/実費

レースのように美しいペーパーアート
パーチメントクラフト

日本パーチメントクラフト協会講師　美濃村洋子 第1・3水曜　10時～12時
3ヵ月6回
9,072円

見学可（要予約） 教材費/材料費実費

グラスアート 日本ｸﾞﾗｽｱｰﾄ協会インストラクター　畑山優美 第2・4金曜　10時～12時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
※ﾀｲﾙｸﾗﾌﾄ講座と合同開講

生活色彩　タイルクラフト タイルクラフトインストラクター　畑山優美 第2・4金曜　10時～12時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/お問い合わせ下さい。
※ｸﾞﾗｽｱｰﾄ講座と合同開講

アートフラワー（布花） ヴォーグアートフラワー指導員　山本洋子 火曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 教材費/材料費実費

フルーツカービング＆ソープカービング atelier　SATO　主宰　佐藤朋子 第1・3火曜　19時～21時
3ヵ月6回
17,496円

見学可（要予約） 教材費/材料費実費、ナイフ1,080円

フランス伝統工芸　カルトナージュ
日本プリナージュ協会公認講師・Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｉａra主宰
木下麻衣

第3火曜　10時～12時30分
3ヵ月3回
4,860円

見学可（要予約）
教材費/材料費2,000円～3.000円程度（1作
品）
持ち物/布用はさみ、手拭き

ドイツ・オーストリアの伝統工芸
スパイスと木の実の装飾 ゲビンデ

アテリエ　プラナ　稲葉美智子 第2・4金曜　13時30分～15時
3ヵ月6回
11,016円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/筆記用具

～新規講座～
～伝統工芸 「越前和紙」を楽しむ～
和紙の花とアレンジメント　初級クラス

ILIA　和紙乃華　インストラクター　坂木芳江 第2・4月曜　13時～15時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/はさみ、速乾性のボンド

～新規講座～
～伝統工芸 「越前和紙」を楽しむ～
和紙の花とアレンジメント　初級クラス

ILIA　和紙乃華　インストラクター　山本照美 第2・4木曜　10時～12時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/はさみ、速乾性のボンド

～伝統工芸 「越前和紙」を楽しむ～
和紙の花とアレンジメント　中級クラス

ILIA　和紙乃華　インストラクター　川嶋弥生 第2・4月曜　10時～12時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/はさみ、速乾性のボンド

～伝統工芸 「越前和紙」を楽しむ～
和紙の花とアレンジメント　中級クラス

ILIA　和紙乃華　インストラクター　浅井伊久子 第2・4木曜　13時～15時
3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/材料費実費
持ち物/はさみ、速乾性のボンド

～焼かない陶芸～
クレイ・クラフト

モナミクラフト・アカデミー講師　内田容子 第3木曜　13時～15時
3ヵ月3回
8,100円

見学可（要予約）
教材費/材料費2,000円
持ち物/手拭きタオル、空き箱

■趣味

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

～短期講座～
一眼レフデジタルカメラ講座　火曜
（前後期6ヵ月ｺｰｽ）

フォトインストラクター　達川要二 第2・4火曜　18時30分～20時30分
3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/テキスト代500円
持ち物/一眼レフカメラ
※前・後期12.960円ずつお支払いただきます

～短期講座～～新規講座～
一眼レフデジカメ応用クラス
（前後期6ヵ月ｺｰｽ）

フォトインストラクター　達川要二 第2・4土曜　10時～12時
3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
持ち物/一眼レフカメラ
※前・後期12.960円ずつお支払いただきます
※継続者のみ受講可能

～短期講座～
一眼レフデジカメ中・上級

フォトインストラクター　達川要二
第2・4土曜　13時30分～15時30分
第2・4土曜　16時～18時
第2・4土曜　18時30分～20時30分

3ヵ月6回
12,960円

見学可（要予約）
持ち物/一眼レフカメラ
※継続者のみ受講可能

～短期講座～
ハッピー開運講座
～タロット占い入門～

占い師　HANAMARI 第2・4月曜　19時15分～20時45分
3ヶ月6回
16,200円

不可
タロットカード、筆記用具、大きめの布（カード
滑り止め、50×50センチくらいのもの）

～短期講座～
～楽しくチャレンジ～
やさしいマジック教室
（月曜クラス・金曜クラス）

RSC事業部代表　マジック講師　六本木達也
第1・3月曜　19時～20時30分
第2・4金曜　13時～14時30分

3ヵ月6回
9,072円

見学可、指定日有
（要予約）

教材費/実費　毎月1,500～3,000円程度

～短期講座～
季節を楽しむ　飾り巻き寿司

ＪＳＩＡ認定　飾り巻き寿司マスターインストラクター　苧野
雅栄

第2木曜　13時～15時15分
3ヵ月3回
9,072円

不可
教材費/3,900円（全3回分一括前納）
持ち物、カリキュラムはお問い合わせ下さい。

楽しく作るアイシングクッキー
（一社）日本サロネーゼ協会
アイシングクッキー認定講師　西岡晴香

第3金曜　13時～15時
3ヵ月3回
7,776円

見学可（要予約）
後半15分のみ

材料費/2,100円（全3回分一括前納）

楽しいスクラップブッキング
（株）サクラクレパス　メモラビリアート公認インストラクター
柳沢宏子

第4水曜　13時～15時
6ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約）
教材費/実費
持ち物/写真数枚（サイズはL・KG・2L可）、は
さみ、カッティングマット

アルバム作りが楽しくなるスクラップブッキン
グ

（株）サクラクレパス　メモラビリアート公認インストラクター
柳沢宏子

第4金曜　19時～21時
3ヵ月3回
4,860円

見学可（要予約）
材料費/毎期2000円程度
持ち物/写真数枚（サイズはL・KG・2L可）、は
さみ、カッティングマット

消しゴムハンコでスタンプアート

日本イレイサースタンプ協会／公認講師、こどものかおグ
ローバルstamp’nマイスター協会／ヒノデワシはんけしく
んインストラクター
川治伴江

第3金曜　18時30分～20時30分
3ヵ月3回
6,480円

見学可（要予約）
教材費/毎回1,000円
持ち物/筆記用具

～新規講座～
はじめての消しゴムはんこ

日本イレイサースタンプ協会／公認講師、こどものかおグ
ローバルstamp’nマイスター協会／ヒノデワシはんけしく
んインストラクター
川治伴江

第3火曜　13時30分～15時
3ヵ月3回
6,480円

見学可（要予約）
教材費/毎回1,000円
持ち物/筆記用具
※毎回作るテーマが変わります

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

今期募集なし



山本勝博の
美しく折る折り紙教室

日本折紙協会認定講師　越前和紙の里支部長
折紙アーティスト　山本勝博

第2日曜　　10時～11時30分
3ヵ月3回
4,860円

見学可（要予約）
教材費/実費　※1作品につき500円程度
持ち物/ピンセット、つまようじ、定規（15cm程
度）、木工用ボンド

仏を映す（切り絵）
エスエスサカイデザイン　グラフィックデザイナー
福井県デザイナー協会会員　　　酒井　一

第2・4水曜　10時～12時
3ヵ月6回
16,200円

見学可（要予約）
教材費/実費
持ち物/カッター、カッターマット、筆記用具

■タブレット

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

～短期講座～
Let's　Enjoy　楽しもうタブレット＆スマホ　入
門編

ICTCA認定トレーナー　南賀子 水曜　10時～12時
2ヵ月5回
13,500円

不可
教材費/ﾃｷｽﾄ代1,500円
持ち物/筆記用具
※タブレットは貸し出し、持ち込み可

～短期講座～
Let's　Enjoy　楽しもうタブレット＆スマホ　活
用編

ICTCA認定トレーナー　南賀子 水曜　10時～12時
2ヵ月5回
13.500円

不可
教材費/テキスト希望者のみ
持ち物/筆記用具、タブレット

～継続・短期講座～
趣味のタブレット　赤ワイン

ICTCA認定トレーナー　南賀子 水曜　13時～15時
3ヵ月3回
8,100円

各回申し込み可
（要予約）
継続会員:2.970円/1
回

持ち物/筆記用具、タブレット
※Let's　Enjoy　楽しもうタブレット＆スマホ　入
門・活用編修了者のみ継続可

～継続・短期講座～
趣味のタブレット　カラスの子

ICTCA認定トレーナー　南賀子 水曜　13時～15時
2ヵ月2回
5,400円

各回申し込み可
（要予約）
継続会員:2.970円/1
回

持ち物/筆記用具、タブレット
※Let's　Enjoy　楽しもうタブレット＆スマホ　入
門・活用編修了者のみ継続可

～新規・短期講座～
趣味のタブレット　夜クラス

ICTCA認定トレーナー　南賀子 第2水曜　18時30分～20時30分
3ヵ月3回
8,100円

各回申し込み可
（要予約）
継続会員:2.970円/1
回

持ち物/筆記用具、タブレット
※Let's　Enjoy　楽しもうタブレット＆スマホ　入
門・活用編修了者のみ継続可

■舞踊

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

花柳流　　日本舞踊 花柳流専門部講師　花柳双福　花柳福麗香 月曜　13時30分～15時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
教材費/扇子3,000～4,000円
持ち物/ゆかた

はじめての吟舞 越峰流吟舞道会宗師　吉田涼尚 木曜　10時～12時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 教材費/500円、小道具実費

■ダンス

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

朝のShall we dance?
社交ダンス　スタンダード

福井県ﾌﾟﾛﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　田中恵美 金曜　11時～12時30分
3ヵ月5回
6,480円

見学可（要予約）
持ち物/内履き
※ご見学の上、お申し込みください

朝のShall we dance?
社交ダンス　ラテン

福井県ﾌﾟﾛﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　田中恵美 金曜　11時～12時30分
3ヵ月5回
6,480円

見学可（要予約）
持ち物/内履き
※ご見学の上、お申し込みください

はじめての社交ダンス個人レッスン
金曜（完全予約制）

福井県ﾌﾟﾛﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　田中恵美 金曜　10時～11時

30分個人3,240
円
ペアお1人2,700
円

相談 持ち物/内履き

はじめての社交ダンス個人レッスン
土曜（完全予約制）

福井県ﾌﾟﾛﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　田中恵美 土曜　18時～19時30分

30分個人3,240
円
ペアお1人2,700
円

相談 持ち物/内履き

社交ダンス
はじめてのラテン（入門～初級）

福井県ﾌﾟﾛﾀﾞﾝｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　田中恵美 土曜　19時30分～21時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/内履き

はじめてのフラダンス
フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ
フラ講師　増田由佳

木曜　10時～11時
3ヵ月9回
11,664円

見学可（要予約） ※初心者対象のクラスです

さわやかフラダンス～初級～プアアワプヒ
フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ
フラ講師　増田由佳

第2・4木曜　11時10分～12時10分
3か月6回
7,128円

見学可（要予約）

さわやかフラダンス　プメハナ　(木)11:10
                           ラウレア　(木)19:45
                           プアラニ　(土)19:30

フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ
フラ講師　川端麗子

第1・3木曜　11時10分～12時10分
第1・3木曜　19時45分～20時45分
第1・3土曜　19時30分～20時30分

3ヵ月6回
7,128円

見学可（要予約）

さわやかフラダンス
～アドバンス（上級）～モアナ

フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ
フラ講師　川端麗子

第2・4月曜　10時30分～11時45分
3ヵ月6回
7,128円

見学可（要予約）

～新規講座～
ディスコでＧｏ！Ｇｏ！
（ディスコダンス入門クラス）

ﾌｧﾝｸｼﾞｬﾑ・Tﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ代表
ﾌｧﾝｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　荒井淑子

水曜　18時45分～19時45分
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/内履き

みんなでHIP HOP FUNK
ﾌｧﾝｸｼﾞｬﾑ・Tﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ代表
ﾌｧﾝｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　荒井淑子

水曜　19時50分～20時50分
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/内履き

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。各回申し込み講座はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

入門・活用

修了者のみ

入門・活用

修了者のみ

入門・活用

修了者のみ



HIP HOP FUNK 入門～初級
ﾌｧﾝｸｼﾞｬﾑ・Tﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ代表
ﾌｧﾝｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　荒井淑子

火曜　11時15分～12時15分
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/内履き

麗しのベリーダンス オリエンタルダンサー　ＴＯＭＯＹＯ 第4火曜　19時45分～20時45分
3ヵ月3回
5,832円

見学可（要予約）
持ち物/運動しやすい服装（はだし）
ﾋｯﾌﾟｽｶｰﾌ（初回は無くても可）
※女性のみ

～エジプシャンスタイル～
ボディメイクベリーダンス

ベリーダンサー　Emma(ｴﾏ） 第1・3水曜　13時30分～14時45分
3ヵ月6回
14,256円

見学可（要予約）
持ち物/運動しやすい服装（はだし）
ﾋｯﾌﾟｽｶｰﾌ（初回は無くても可）
※女性のみ

～エジプシャンスタイル～
魅惑のベリーダンス

ベリーダンサー　Emma(ｴﾏ） 第2・4土曜　19時15分～20時45分
3ヵ月5回
14,255円

見学可（要予約）
持ち物/運動しやすい服装（はだし）
ﾋｯﾌﾟｽｶｰﾌ（初回は無くても可）
※女性のみ

大人のチアダンス(40代～70代） 日本シニアチア協会公認講師　machi 第1・3土曜　13時30分～15時
2ヵ月4回
6,480円

見学可（要予約）

教材費/ジャズシューズ15,0.00円（希望者の
み）、クラス指定ビィーナスポンポン3,000円（必
ず購入）
持ち物/運動しやすい服装、内履きもしくはジャ
ズシューズ、タオル　※女性のみ

■バレエ

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

バレエ　　　レディスクラス 坪田バレエスクール専任教師　坪田陽子　坪田輝子 水曜　19時～20時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/ﾊﾞﾚｴｼｭｰｽﾞ

■運動

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

太極拳
日本武術太極拳連盟公認A級指導員
東海・北陸ブロック講師　小野明美

火曜　18時30分～20時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/運動しやすい服装、内履き

お昼の太極拳
日本武術太極拳連盟公認A級指導員
東海・北陸ブロック講師　小野明美

水曜　13時30分～15時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/運動しやすい服装、内履き

太極剣、刀(中級）
日本武術太極拳連盟公認A級指導員
東海・北陸ブロック講師　小野明美

火曜　20時～21時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）
持ち物/剣か刀が必要
※太極拳経験者

太極剣、刀（金曜ｸﾗｽ）
日本武術太極拳連盟公認A級指導員
東海・北陸ブロック講師　小野明美

金曜　13時30分～15時
3ヵ月10回
17,280円

見学可（要予約）
持ち物/剣か刀が必要
※太極拳経験者

極真空手サンデーセミナー
（一社）極真会館髙橋道場公認指導員
渡辺賢一　浜田尚恭

日曜　10時～11時30分
3ヵ月5回
10,800円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/動きやすい服装、内履き

女性のための　セルフメンテナンスチーゴン
（氣功）

天合流氣功トレーナー　水嶋英恵　白崎はるか 月曜　19時50分～20時50分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

※教材費/新規の方はﾃｷｽﾄ代1,500円
持ち物/運動しやすい服装（はだし）
※女性のみ

ゆったりリラックス気功 天合流氣功最高師範　佐々木春喜 火曜　10時～11時
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

※教材費/新規の方はﾃｷｽﾄ代1,500円
持ち物/運動しやすい服装（はだし）

～元気は自分でつくる～
自彊術（じきょうじゅつ）　健康体操

公益社団法人自彊術普及会認定講師　東條整骨院院長
東條七重　ほか

木曜　13時30分～15時
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

痛み解消体操　エゴスキュー
（一財）エゴスキュー・ジャパン協会　認定Eサイズトレー
ナー
篠田ひろみ

第2・4日曜　10時～11時30分
3ヵ月6回
12.960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

教材費/ﾃｷｽﾄ代/1.080円、新規のみ「痛み解
消ﾒｿｯﾄﾞ驚異のｴｺﾞｽｷｭｰ（1.836円）購入。
持ち物/動きやすい服装、飲み物、ヨガマット
（貸し出し有り）

心とカラダをリフレッシュ！
整美＆ヨーガ（週替り）

ＡＦＡＡ認定インストラクター　西村亮子 月曜　10時15分～11時30分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

ボディバランスヨガ ヨガスタジオ柳田　柳田智子　ほか 火曜　13時30分～14時30分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

ソフトヨガ ＡＦＡＡヨガ認定インストラクター　松岡弓子 月曜　18時30分～19時30分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

美姿勢＆シンプルヨーガ（週替り）
JBA認定美姿勢インストラクター
日本ヨーガ瞑想協会登録講師　橋倉文枝

火曜　13時30分～14時30分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装、内履き、タオル

ピラティス・ヨーガ
ＡＦＡＡ認定インストラクター
ＰＦＡ認定インストラクター　藤山邦代

木曜　18時45分～19時45分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

ピラティス FTP認定ピラティスインストラクター　川口由紀子 火曜　10時～11時
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

～新規募集～
～セルフマッサージでリラックス～やさしいピ
ラティス

FTP認定ベーシックピラティスマスタートレーナー
からだスキャンセルフマッサージマスタートレーナー　Yuri

月曜　18時45分～19時45分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学・体験はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）



～美しい姿勢を目指して～
朝ピラティス

FTP認定マットピラティスベーシック/マスタートレーナー
Yuri

土曜　10時～11時
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）
ヨガマット（貸し出し有）

リズムに合わせて　健康フォークダンス
健康運動指導士　日本フォークダンス連盟公認指導者
堀江陽子

月曜　13時30分～15時
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装、体操ｼｭｰｽﾞ
飲み物、ﾀｵﾙ

ボディメイクエアロビック 日本エアロビック連盟指導専門委員　木下喜美 金曜　13時30分～14時30分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（内履き）

Balletone　バレトン バレトンマスタートレーナー　Yuri 土曜　11時15分～12時15分
3ヵ月10回
12,960円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/運動しやすい服装（はだし）

カラフィット（カラオケ×フィットネス）
（一社）カラオケフィットネス協会公認インストラクター
ＩＴＯＫＡ

金曜　19時～20時15分
3ヵ月9回
11,664円

体験可（有料・要予
約）
会　 員:1,404円
非会員:1,620円

持ち物/動きやすい服装、内履き、タオル、飲
み物

■キッズ

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

幼児・小学生からの「楽しく学ぶ英会話」 越前イングリッシュセンター（EEC）講師
第1・3土曜
10時～10時50分（幼児）
11時～11時50分（小学生）

3ヵ月6回
9,720円

見学可（要予約） 教材費/ﾌﾟﾘﾝﾄ代500円（3ヵ月分）

子供の毛筆・硬筆講座
福井県書作家協会推薦参事　日本墨書会総務
髙橋佳月

水曜　17時～18時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約）

教材費/毛筆・硬筆650円
持ち物/硬筆→4B～6Bの鉛筆、下敷き、消し
ゴム（硬筆）
毛筆→書道道具一式

子供書道教室（小学生クラス） 福井県書作家協会会員　田邊真寿実 金曜　17時～18時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/習字道具

こどもピアノ教室 音大卒ピアノ講師　馬渕弘江
木曜　15時～18時
※上記の時間内で1人30分

3ヵ月9回
14,580円

見学・応相談

教材費/実費
持ち物/筆記用具、希望の楽譜があれば持参
可
※対象年齢5歳～12歳

小学生のための文章表現教室 児童文学者　藤井則行 日曜　10時～11時30分
3ヵ月6回
9,720円

見学・応相談
持ち物/メモ用ノート、筆記用具、４００字詰原
稿用紙
※対象年齢 小学５・６年生

KIDＳ ＨＩＰ HOP FUNK
（4歳～小学生まで）

ﾌｧﾝｸｼﾞｬﾑ・Tﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ代表
ﾌｧﾝｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　荒井淑子

水曜　17時10分～18時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/運動しやすい服装（内履き持参）

バレエ　（園児～小２） 坪田バレエスクール専任教師　坪田陽子　坪田輝子 水曜　16時30分～17時30分
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/ﾊﾞﾚｴｼｭｰｽﾞ・ﾚｵﾀｰﾄﾞ・白ｿｯｸｽ

バレエ　（小３～小６） 坪田バレエスクール専任教師　坪田陽子　坪田輝子 水曜　17時45分～18時45分
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/ﾊﾞﾚｴｼｭｰｽﾞ・ﾚｵﾀｰﾄﾞ・白ｿｯｸｽ

体育くらぶ（跳び箱、マット、鉄棒）
園児クラス（年中～年長）

エーアイきっずくらぶ代表　坪田誠一郎 金曜　15時45分～16時45分
3ヵ月10回
12,960円

見学可、指定日有
（要予約）

持ち物/動きやすい服装（はだし）、着替え
タオル、飲み物

体育くらぶ（跳び箱、マット、鉄棒）
小学生クラス（1～3年）

エーアイきっずくらぶ代表　坪田誠一郎
金曜　17時～18時
金曜　18時15分～19時15分

3ヵ月10回
13,600円

見学可、指定日有
（要予約）

持ち物/動きやすい服装（はだし）、着替え
タオル、飲み物

極真空手（少年空手教室） （一社）極真会館髙橋道場公認指導員　渡辺賢一 土曜　15時～16時
3ヵ月10回
12,960円

見学可（要予約） 持ち物/空手着一式

■親子

講座名 講師 曜日・時間 受講料（税込） 体験・見学 備考

親子で楽しむいけばな教室
華道家元池坊総華督(福井支部)　源谷藤子
正教授1級　安丸祐子

第2・4土曜　11時～12時
3ヵ月6回
7,776円

見学可（要予約）
教材費/花代1回につき650円
持ち物：花器・剣山・はさみ・古新聞

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学・体験はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）

※はじめての方は入会金2.571円が必要です。ご見学はご予約ください。0776-57-5200(文化センター）


