
休講講座一覧 2021年7月8日時点

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

山口流篠笛 A 一般 第１ 月 09:40-10:50 7月19日

男の料理教室 一般 月１回 月 10:00-12:00 7月12日

発声の基礎から歌曲民謡 一般 第１・３ 月 10:00-12:00 来年4月

日本の抒情歌を歌う 一般 第１ 月 10:30-11:40 8月2日

源氏物語 一般 第１・３ 月 10:30-12:00 7月12日

シニアヴォイトレ 一般 第１・３ 月 10:30-12:00 7月26日

漢詩を味わう 一般 第２・４ 月 10:30-12:00 7月12日

朝カラ演歌 一般 第２・４ 月 10:30-12:15 7月12日

村井朗読教室入門 入門 第２・４ 月 10:30-12:30 7月12日

山口流篠笛 B 一般 第１ 月 11:05-12:15 7月19日

午後のﾐｭｰｼﾞｯｸｻﾛﾝ 一般 第１・３ 月 13:00-14:45 7月19日

女性曲を歌いましょう♪ 一般 第１・３ 月 13:00-14:45 7月19日

表千家茶道（坪田） 一般 月３回 月 13:00-15:00 7月12日

彫金 一般 第１・３ 月 13:00-15:00 再開日未定

懐かしのうた思い出のうた 一般 第１・３ 月 13:30-15:00 7月19日

リコーダーアンサンブル 初級 第２・４ 月 13:30-15:00 7月12日

黄金の洋楽ポップス 一般 第２・４ 月 13:30-15:00 7月12日

昭和歌謡 一般 第１・３ 月 15:15-17:00 7月19日

リコーダーアンサンブル 入門 第２・４ 月 15:30-17:00 7月12日

表千家茶道（坪田） 一般 月３回 月 15:30-17:30 7月12日

楽しいゴスペル 一般 第１・３ 月 18:30-20:00 7月19日

話す力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（村井） 初級 第１・３ 月 18:30-20:30 7月19日

話す力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（村井） 中級 第２・４ 月 18:30-20:30 7月12日

ジャズ＆ポップヴォーカル 一般 第２・４ 月 19:00-20:00 7月12日

基礎から始めるサルサ 一般 毎週 月 20:15-21:15 7月12日

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

優しい日本の歌 A 一般 第２・４ 火 10:00-11:00 7月13日

宝生流謡曲 一般 月３回 火 10:00-11:30 7月13日

茶道宗へん流 一般 第１・３ 火 10:00-12:00 7月20日

村井裕子の朗読教室 一般 第１・３ 火 10:15-12:15 7月20日

童謡・唱歌をうたおう 一般 第１ 火 10:30-11:30 8月3日

80年代女性アイドル曲 一般 第１・３ 火 10:30-12:00 7月20日

優しい日本の歌 B 一般 第２・４ 火 11:15-12:15 7月13日

本格的な紅茶の楽しみ方 一般 第１ 火 13:00-14:30 8月3日

俳句（実作） 一般 第２ 火 13:00-15:00 7月13日

俳句（入門） 一般 第４ 火 13:00-15:00 7月27日

ｲﾙﾋﾟｰﾉおうちｲﾀﾘｱﾝ 一般 月１回 火 14:00-16:00 8月3日

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｼﾞｬｽﾞを歌おう 一般 第２・４ 火 15:15-16:45 7月13日



休講講座一覧 2021年7月8日時点

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

ﾌﾚｯｼｭﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 一般 第２・４ 火 18:30-20:30 7月13日

ワインを楽しく 一般 第４ 火 19:00-20:30 7月27日

遠州流茶道教室 一般 第２・４ 火 19:00-21:00 7月13日

はじめてのフラメンコ 入門 毎週 火 19:40-20:40 7月13日

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

絵本よみ聞かせ　手塚 一般 第２・４ 水 10:00-11:30 7月14日

男の料理教室 一般 月１回 水 10:00-12:00 7月14日

合唱 映画音楽やｸﾗｼｯｸを 一般 第１・３ 水 10:00-12:00 来年4月

手編み･バイアス編み 初級 第２・４ 水 10:00-12:00 7月14日

手編み･バイアス編み 上級 第２・４ 水 10:00-12:00 7月14日

日本刺しゅう 一般 第２・４ 水 10:00-12:00 7月14日

ジャズ＆ポップヴォーカル 一般 第１・３ 水 10:30-11:30 7月21日

お昼のﾐｭｰｼﾞｯｸｻﾛﾝ 一般 第１・３ 水 10:30-12:00 7月21日

たのしいハーモニカ 中級 第２・４ 水 10:30-12:00 7月14日

声と滑舌＜4月＞ 一般 第２・４ 水 10:30-12:00 7月14日

天然酵母ﾊﾟﾝなごみﾚｼﾋﾟ 一般 第２ 水 10:30-13:30 7月14日

童謡と懐かしいうた 一般 第１・３ 水 11:00-12:30 7月21日

都山流尺八 初級 第１・３ 水 13:00-14:30 7月21日

都山流尺八 中級 第１・３ 水 13:00-14:30 7月21日

都山流尺八 上級 第１・３ 水 13:00-14:30 7月21日

たのしいハーモニカ 入門 第２・４ 水 13:00-14:30 7月14日

初めての朗読教室 初級 第２・４ 水 13:00-14:45 7月14日

手編み･バイアス編み 初級 第２・４ 水 13:00-15:00 7月14日

手編み･バイアス編み 上級 第２・４ 水 13:00-15:00 7月14日

プリザーブドフラワー加工 一般 第２・４ 水 13:00-15:00 7月14日

裏千家茶道（小平） 初等 毎週 水 13:00-15:00 7月14日

裏千家茶道（小平） 中等 毎週 水 13:00-15:00 7月14日

裏千家茶道（小平） 高等 毎週 水 13:00-15:00 7月14日

裏千家茶道（小平） 研究 毎週 水 13:00-15:00 7月14日

論語を読む 一般 第２・４ 水 13:30-15:00 7月14日

茶懐石料理を楽しむ 一般 月１回 水 13:30-17:00 7月14日

たのしいハーモニカ 上級 第２・４ 水 15:00-16:30 7月14日

初めての朗読教室 中級 第２・４ 水 15:00-17:00 7月14日

初めての長唄三味線 初等 毎週 水 15:30-18:00 7月14日

初めての長唄三味線 中等 毎週 水 15:30-18:00 7月14日

初めての長唄三味線 高等 毎週 水 15:30-18:00 7月14日

初めての三味線 一般 第１・３ 水 16:00-17:30 7月21日

ﾁｰｽﾞの世界 一般 月１回 水 18:30-20:00 7月14日
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講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾀﾞﾝｽ 一般 毎週 水 19:55-21:10 7月13日

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

楽しいゴスペル 一般 第２・４ 木 10:00-11:30 7月22日

中国茶・台湾茶を嗜む 一般 第４ 木 10:00-12:00 7月22日

季節の手仕事とご飯料理 一般 第３ 木 10:00-12:30 7月15日

COFFEEの美味しさを学ぶ 一般 月１回 木 10:30-12:00 7月15日

民謡 一般 毎週 木 10:30-12:00 7月15日

シニアカラオケレッスン 一般 第２・４ 木 12:30-14:00 7月22日

民謡尺八入門 一般 月３回 木 12:45-14:15 7月15日

スタンダードジャズ 一般 第２・４ 木 13:30-15:00 7月22日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 初級 第３ 木 13:30-15:30 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 初級 第３ 木 13:30-15:30 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 上級 第３ 木 13:30-15:30 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 上級 第３ 木 13:30-15:30 7月15日

昭和のメロディー 一般 第２・４ 木 15:30-17:00 7月22日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 初級 第３ 木 15:30-17:30 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 初級 第３ 木 15:30-17:30 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 上級 第３ 木 15:30-17:30 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 上級 第３ 木 15:30-17:30 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 初級 第３ 木 18:00-20:00 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 初級 第３ 木 18:00-20:00 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 上級 第３ 木 18:00-20:00 7月15日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 上級 第３ 木 18:00-20:00 7月15日

日本酒の魅力 一般 月１回 木 18:30-20:00 7月15日

はじめてのあみもの 一般 第１・３ 木 18:30-20:30 7月15日

はじめてのあみもの 一般 第２・４ 木 18:30-20:30 7月22日

女性合気道 一般 月３回 木 19:00-20:30 7月15日

古武術 一般 毎週 木 20:15-21:45 7月15日

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

オカリナを吹こう 初級 第２・４ 金 10:00-11:20 7月23日

声楽レッスン 一般 第１・３ 金 10:30-12:00 7月16日

洋楽50年代ヒットを歌う 一般 第１・３ 金 11:00-12:45 7月16日

オカリナを吹こう 応用 第２・４ 金 11:40-13:00 7月23日

詩吟 初等 毎週 金 13:00-14:30 7月16日

詩吟 研究 毎週 金 13:00-14:30 7月16日

最新ヒット曲を歌う 一般 第２・４ 金 13:00-14:45 7月23日

おいしい日本茶の入れ方 初等 第１・３ 金 13:00-15:00 再開日未定

おいしい日本茶の入れ方 中等 第１・３ 金 13:00-15:00 再開日未定
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講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 初級 第３ 金 13:00-15:00 7月16日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 初級 第３ 金 13:00-15:00 7月16日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ（山藤） 上級 第３ 金 13:00-15:00 7月16日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 上級 第３ 金 13:00-15:00 7月16日

江差追分道場 一般 月３回 金 18:00-19:30 7月16日

ボーカルレッスンA 一般 第１ 金 18:30-20:00 8月6日

ボーカルレッスンB 一般 第３ 金 18:30-20:00 7月16日

ロック史探訪 一般 第２・４ 金 19:00-20:30 7月23日

男の茶道塾 一般 第１・３ 金 19:00-21:00 7月16日

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

エッセイの書き方 一般 第３ 土 09:20-10:20 7月17日

思い出のメロディー 一般 第２ 土 10:00-11:00 7月31日

楽しいゴスペル 一般 第１・３ 土 10:00-11:30 7月17日

木琴を弾こう 一般 第１・３ 土 10:00-11:30 7月17日

音読による脳トレ教室 一般 第２・４ 土 10:00-11:30 7月24日

ミュージカルソング 一般 第２・４ 土 10:00-11:30 7月24日

日本史の流れ 一般 第３ 土 10:00-11:30 7月17日

「整理収納レッスン」 一般 第２ 土 10:00-12:00 7月10日

気象と天気図 一般 第２・４ 土 10:30-11:50 9月11日

合唱団Cosmos(ソプラノA) 一般 月２回 土 10:30-12:00 7月17日

合唱団Cosmos(男声) 一般 月２回 土 10:30-12:00 7月17日

合唱団Cosmos(ｱﾙﾄ) 一般 月２回 土 10:30-12:00 7月24日

合唱団Cosmos(ソプラノB) 一般 月２回 土 10:30-12:00 7月24日

手打ちそば入門 基礎 第１・３ 土 12:00-15:00 7月17日

手打ちそばマスター 応用 第１・３ 土 12:00-15:00 7月17日

手打ちそばマスター 応用 第１・３ 土 12:00-15:00 7月17日

テーブル茶道 一般 第１・３ 土 13:00-14:00 再開日未定

福原流横笛 研究 第１・３ 土 13:00-14:30 7月17日

本格的な紅茶の楽しみ方 一般 第２ 土 13:00-14:30 7月31日

尺八基礎講座 一般 第２・４ 土 13:00-14:30 7月24日

水野剛志の日本画教室 一般 第１ 土 13:00-15:00 7月3日

ハーブの知識から使い方 一般 第２ 土 13:00-15:00 7月10日

男のドォルハウス 一般 第２・４ 土 13:00-15:00 7月10日

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ加工技術 一般 第２・４ 土 13:00-15:00 7月10日

裏千家茶道（川村） 初等 毎週 土 13:00-15:00 再開日未定

裏千家茶道（川村） 中等 毎週 土 13:00-15:00 再開日未定

裏千家茶道（川村） 高等 毎週 土 13:00-15:00 再開日未定

裏千家茶道（川村） 研究 毎週 土 13:00-15:00 再開日未定
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講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

ヴォイストレーニング 一般 第２・４ 土 13:30-15:00 7月24日

福原流横笛 入門 第１・３ 土 15:00-16:30 7月17日

近代以前の東アジア関係史 一般 第３ 土 15:30-17:00 7月17日

古流いけ花 初等 第１・３ 土 15:30-17:30 再開日未定

古流いけ花 中等 第１・３ 土 15:30-17:30 再開日未定

古流いけ花 高等 第１・３ 土 15:30-17:30 再開日未定

古流いけ花 研究 第１・３ 土 15:30-17:30 再開日未定

裏千家茶道（川村） 初等 毎週 土 15:30-17:30 再開日未定

裏千家茶道（川村） 中等 毎週 土 15:30-17:30 再開日未定

裏千家茶道（川村） 高等 毎週 土 15:30-17:30 再開日未定

裏千家茶道（川村） 研究 毎週 土 15:30-17:30 再開日未定

男のﾄﾞｫﾙﾊｳｽ 一般 第２・４ 土 16:00-18:30 7月10日

ワインを楽しく 一般 第３ 土 17:00-18:30 7月17日

裏千家茶道（川村） 初等 毎週 土 18:00-20:00 再開日未定

裏千家茶道（川村） 中等 毎週 土 18:00-20:00 再開日未定

裏千家茶道（川村） 高等 毎週 土 18:00-20:00 再開日未定

裏千家茶道（川村） 研究 毎週 土 18:00-20:00 再開日未定

講座名 クラス 周期 曜日 時間 再開日

フルートとともに　入門 入門 月２回 日 10:00-10:50 7月18日

日曜日茶道教室表千家松村 一般 月２回 日 10:00-12:00 7月18日

フルート アンサンブルⅠ 応用 月２回 日 11:00-11:50 7月18日


