
おうちパン教室
初心者クラス

手捏ねによる生地作りをマスターします。生地に直接
触れることで、パン生地の出来具合が分かり、美味しい
パンが作れます。生地に触れた時の感触はフワフワ
柔らかく、とても感動しますよ。基本的なパンを作り
ます。ピザでは手作りピザソースが大好評です。

●講師　自宅パン教室　パンルセット主宰
今野　香

●第2（金）（予定）　13：30～16：30 
●受講料　3,350円（月額・材料費込）
●6ヵ月6回コース　●受講場所　サンライフ福島

おうちパン工房
機械でパンを捏ね、一次発酵からきちんと温度と時間
の管理で発酵させ、美味しい生地をつくります。
時には、パン屋さんにはない贅沢なパンも作ってみて
は？パンは生地作りが大切です。

●講師　自宅パン教室　パンルセット主宰
今野　香

●第1（金）（予定）　13：30～16：30
第4（金）（予定）　9：30～12：30、13：30～16：30

●受講料　3,350円（月額・材料費込）
●6ヵ月6回コース　●受講場所　サンライフ福島

イラストパン
福島県初登場！金太郎飴のように切っても切っても同じ
絵柄が出てくるかわいいパンを作りましょう。
初心者の方でも大丈夫です。
パンの着色は野菜パウダーを使うので体にも安心です。
型がなくても作れるイラストパンも登場しました。

●講師　konelイラストパン認定講師　齋藤　絹子
●第3（土）（予定）　9：00～12：00、13：30～16：30
●受講料　3,350円（月額・材料費込）
●6ヵ月6回コース　●受講場所　サンライフ福島

何をしてもつらい痛みから解放されなかったあなたへ
エゴスキュー体操

腰、肩、ひざ、股関節などの痛みでお困りではありませんか？
普段あまり使われていない筋肉に刺激を与え、筋肉本来の動き
を自分自身の行う簡単なエクササイズ（アメリカの解剖学者
ピート・エゴスキュー氏が考案）で、体のゆがみを整え、いつでも
自分で自分の体をメンテナンスできます。

●講師　エゴスキュージャパン認定  Eサイズトレーナー
櫻田　千晶、 三上　明子

●第1・3（土）  【4～6月】15：45～17：00  【7～9月】15：15～16：30
●受講料　5,910円（月額）　●6ヵ月12回コース

何歳からでもできる
やさしいソフトエアロ
音楽にあわせて楽しく全身を動かし、
サビつかない体をつくりましょう。
楽しい運動で心と体をスッキリさせて
元気に健康になりましょう。

●講師　フィットネスインストラクター
山城　悦子

●第1・3（金） 10：30～12：00
●受講料　3,240円（月額）
●6ヵ月12回コース

ピルビスワーク
～骨盤体操で美しい姿勢に。ダイエットにも～
呼吸に合わせて背骨を動かし、骨盤の歪みを
整えます。力みが取れ身心がラクになります。
下腹ぽっこり、偏頭痛、肩凝りでお悩みの方、
ぜひお試しください。

●講師　ピルビスワーク協会
一級トレーナー
三瓶　奈央

●第1・3（木） 14：15～15：15
●受講料　3,240円（月額）
●6ヵ月12回コース

～自分らしい生き方発見～ 開運！ 手相入門
自分がどんな手相をしているのかがわかれば、本当の自分
らしさが見えてきます。
特に素晴らしい長所は何かを知って、未来の自分に自信・
勇気をUP！
有名人の手相も参考に楽しく学んでいきます。

●講師　東明学院専任講師　酒井　さとし
●第4（木） 14：45～16：15
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース

楽しい算命占い イメージ編
～星で未来がわかる～
算命学は生年月日から本当の自分を知り、より素晴らしい
心豊かな人生を送るヒントを見つけられます。今回は
イメージ編です。本人が生まれ持った本質・特徴や環境を
読み解くことができ、周囲の人 や々社会からその人がどう
見えているかがわかります。オリジナルの書き込み式
テキストを用い、わかりやすくお伝えいたします。

●講師　東明学院専任講師　酒井　さとし
●第4（木） 13：00～14：30
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース

～困ったことにならないために～
知っておきたい相続の基礎
相続の問題は、推定相続人の関係や相続財産を
具体的に検討し、事前に対応策を講ずることが
大切です。困ったことにならないために、基礎を
学び、対応策を解説します。

●講師　行政書士　佐藤　正貴
●第4（火） 10：00～12：00
●受講料　2,410円（月額）
●3ヵ月3回コース
※個別相談可。毎回講座終了後の12：15～12：45（30分）1名様。
本講座受講生限定（有料）。詳しくは事務局まで。

焙りたてコーヒー講座
基礎コース
家庭で簡単にできる「コーヒー焙煎」を習得できる
講座です。
焙煎と講義を通してコーヒーの知識を深めます。

●講師　NPO法人
一杯のコーヒーから地球が見える
インストラクター　能澤　充

●第2・4（水） 10：00～12：00
●受講料　4,610円（月額）
●3ヵ月6回コース

ワインの基礎知識
ワインを基礎から学習したい方におすすめの初級講座。
ワインとはどのようなお酒か、赤ワイン・白ワイン・ロゼワインの
色の違いはどこからくるのか、有名なぶどう品種など、ワインの
基礎知識を3か月間で体系立てて習得していきます。

●講師　J.S.A.認定シニアワインエキスパート
C.P.A.認定チーズプロフェッショナル
サロン・ド・ヨーコ主宰　佐藤　燿子

●第2（土） 15：30～17：30
●受講料　2,410円（月額）
●3ヵ月3回コース

初心者のための日本酒教室
酒どころ・ふくしまの日本酒を一緒に楽しみ
ませんか。試飲も交えながら、日本酒の基礎
知識をご紹介します。好みのお酒を自分で
選べるようになると、味わい方も変わります。

●講師　金水晶酒造店　斎藤　美幸
●7/28（金）、8/25（金）
18：30～20：00

●受講料　2,410円（月額）
●2カ月2回コース

スタイルで識る世界のワイン
様々なスタイルのワインをテイスティングし、ワインの
TPO（どのようなシチュエーションで、どのようなワインを
チョイスするか）を学びます。
ワイナリー見学もできる、貴重で充実した講座です！
●講師　株式会社吾妻山麓醸造所

栽培・醸造責任者
ワイン醸造技術管理士（エノログ）
牧野　修治

●第2（日） 14：30～16：30
●受講料　6,000円（月額・ワイン等込）
●6ヵ月6回コース　●受講場所　吾妻山麓醸造所（福島市桜本）

ジュニア太極拳
（小学生～中学生）

カンフー体操で元気に動いた後、ゆったりとした太極拳を
練習します。ゆっくり気持ち良く動く事によって、体が整い
集中力もUPして強い心と体に導いてくれます。
運動が苦手なお子さんも無理なく楽しく出来ます。
(小学生は保護者も一緒に受講OK！※料金別途）

●講師　日本健康協会　太極拳講師
沼澤　祐子

●第2・4（金） 17：30～18：30
●受講料　3,240円（月額）
●6ヵ月12回コース

初めてのこどもプログラミング
（4歳～小2）
文字は一切使わず、お絵かき感覚で
未就学児でも使うことが出来る
プログラミング言語「ビスケット」を使い、
自分の描いた絵でアニメーションや
ゲームを作ります。

●講師　シップスパソコンスクール
志間　幸恵

●第1（土） 10：00～12：00
●受講料　2,020円（月額）
●6ヵ月6回コース

創造性・感性を伸ばす
こどもの楽しい絵と工作（4歳～小6）
こどもの興味・関心を大切にしながら、絵や工作を楽しみます。さまざまな体験活動を
通して、つくることや描くことが大好きなこどもを育てます。

●講師　福島県美術協会会員
元小学校教諭　浅野　京子
福島県美術協会会員
元中学校教諭　長久保　智子

●第1・3（木） 16：30～17：45（4歳～小2）
　　17：00～18：15（小3～小6）

●受講料　3,240円（月額）
●6ヵ月12回コース

歴史★再発見
世界と日本の近現代史

去年から高校1年生の必修科目となった
「歴史総合」のように、世界史と日本史を
相互に関連させて総合的にとらえようという
考え方が広がっています。
この考え方に沿って、今期は、近代（18世紀
後半～19世紀後半）を中心に、世界と日本の
歴史を見ていきます。
●講師　歴史教育研究者

久保田　慎一
●第1・3（木） 13：30～15：00
●受講料　3,830円（月額）　●6ヵ月12回コース

日本の社会・文化史  江戸期の美術
江戸時代は、停滞した封建社会という
わけではありませんでした。文化的活動
が大変活発で、絵師たちも綺羅星の
ごとく現れました。絵画の鑑賞が中心
ですが、他のジャンルにも触れながら、
近世日本の文化の豊かさと社会の力を
考えていきます。

●講師　歴史教育研究者　久保田　慎一
●第2（土） 13：30～15：00
●受講料　2,410円（月額）　●6ヵ月6回コース

～福島市内の資料を中心として～
信夫と伊達の歴史に学ぶ
奥州藤原氏と信夫佐藤氏、南北朝時代から戦国時代の
天文の乱までの頃の伊達氏と周辺諸国の動向、そして
伊達政宗の登場。上杉、相馬、最上家の家臣団などを
中心に幕末期までの諸藩も紹介しながら、近隣の城跡、
寺社仏閣や数 の々合戦の跡など、福島県北地域の歴史を
学びます。

●講師　ふくしま歴史文化保存会　代表
畠中　正一

●第4（水） 13：30～15：00
●受講料　2,410円（月額）　●6ヵ月6回コース

やさしく始める 戸塚刺しゅう
初心者を対象とした優しい講座です。
３～４種類の糸とステッチから簡単な
小物を作りましょう。刺しゅうと一緒に
豊かな時間を楽しみましょう。

●講師　一般社団法人
戸塚刺しゅう協会
福島支部　師範会員

●第3（月） 13：30～15：30
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース

日本ペット服手作り協会認定の犬服講座
～愛するわんちゃんの服を手作りしませんか♬～
初めての方でも安心。裁縫道具の使い方や型紙、生地
の裁断方法も学べ、「世界に1着だけ」を手作りします。
お申込みの際に、わんちゃんの3カ所（首・胴まわり・
着丈）のサイズを伺います。

●講師　（社）日本ペット服手作り協会®
公認ドッグウェアクリエイター®
認定講師　志賀　幸江

●第3（土） 13：00～17：00
●受講料　7,500円（月額）
●3ヵ月3回コース

～とことん楽しむシニア・デジタルライフ～
パソコン＆タブレットとインターネット教室
現在お持ちのパソコンやスマホ・タブレット・
デジカメをさらに活用してみませんか。人気の
SNSやアプリを実際に体験し、趣味や仲間づくり
に役立つ「元気なシニア・デジタルライフ」を楽しみ
ましょう。基本操作を忘れた方も大歓迎！
●講師　デジタル庁　デジタル推進委員

（財）ニューメディア開発協会認定
シニア情報生活アドバイザー
阿部　幸雄

●第2・3・4（火） 15：30～17：30
●受講料　8,110円（月額）　●6ヵ月18回コース

我が家の家系図を作る
誰でも戸籍・除籍謄本に基づいて現在から江戸末期まで辿れます。
我が家の家系図を作成して歴史、文化、祖先の生き方を学び、子や
孫に伝えませんか。
謄本に基づき「家系図一覧表に記入」するだけでどなたでも作成
できます。

●講師　家系図講師　鹿郷　健二
●第1・3（火） 13：00～14：30
●受講料　3,610円（月額）
●3ヵ月5回コース

老い支度とエンディングノート
人生棚卸、身辺整理と処分方法、介護や成年後見制度、相続や
遺言、葬儀やお墓等、自分自身と家族のための終活プラン、
エンディングノートへの記載すべき事柄等について解説します。

●講師　ヒューマン・サポート・カキョウ
鹿郷　健二

●第2（火） 13：00～14：30
●受講料　2,410円（月額）
●3ヵ月3回コース
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※当日キャンセルによる
返金はできません。

1日講座
入会金不要入会金不要

●講師 NPO法人
ハウスキーピング協会認定講師
松田　妙子

●日時 4/16（日） 9：30～16：30
●受講料 24,700円（ライセンス発行料、テキスト代込）
●準備物 筆記用具、昼食

整理収納のノウハウを学んで、片付けの悩みを
解消。スッキリ空間で気持もスッキリ。
1日集中講座で2級ライセンスが取得できます。

主婦に人気!  NPO法人
ハウスキーピング協会認定 整理収納アドバイザー2級認定講座

●講師 NPO法人
ハウスキーピング協会認定講師  松田  妙子

●日時 5/21（日） 9：30～16：30
●受講料 24,750円（ライセンス発行料、テキスト代込）
●準備物 筆記用具、はさみ、のり、色鉛筆（12色程度）、

メジャー（3mくらい）、昼食

リフォームしなくても、自分で部屋を変えていける
スキルが身につく講座です。
1日集中講座で、2級ライセンスが取得できます。

～自分のお気に
入りの部屋に～ルームスタイリスト 2級認定講座

●講師 ソフトバンクスマートフォンアドバイザー
●日時 4/19（水） 13：00～16：00

（15：00～16：00はご相談、
ご質問をメインとします）

●受講料 1,680円  ●ソフトバンクのiPhoneを準備します

はじめよう！暮らしで使えるiPhone教室～ゆっくり3時間～
iPhoneに興味のある方必見。はじめての方も安心・暮らしの中で
便利に使える機能やアプリを体験。
SNSとは・利用の際の注意事項などをわかり易く解説。
幅広い世代に人気のLINE（ライン）も体験頂きます。

●講師 ローズアドバイザー
久保田　慎一

●日時 4/13（木） 13：30～15：00
●受講料 2,200円　●準備物 筆記用具、資料代実費

広くて豪華なバラ庭は魅力的ですが、小さくても、
暮らしに根ざした心癒されるバラ庭があれば十分
です。花色や株の大きさを考えながら、10株ぐらい
までの小さなバラ庭のプランを作ってみましょう。
（初心者～初級者向けの講座です）

バラのある暮らし 小さくても心癒されるバラ庭づくり

●講師 半谷窯
半谷  貞辰（ていしん）
半谷  菊枝

●日時 5/18（木） 10：30～12：30、
13：30～15：30

●受講料 2,750円
●準備物 10㎝くらいの金継ぎしたい器、材料費2,000円くらい
●受講場所 半谷窯（福島市荒井）

陶芸釉薬で大切な陶器・思い出の器を金継ぎしましょう。
陶芸釉薬で金継ぎ1日講座

●講師 日本パーソナルカラリスト協会・
色彩診断士・認定講師　小池　ひさ子

●日時 3/29（水） 13：00～15：00
●受講料 2,200円  
●準備物 筆記用具、資料代（数百円）  

自分に似合うカラーやスタイルを
見つけ、毎日をもっと楽しく過ごして
みませんか？

パーソナルカラー・センスアップ講座

●講師 NPO法人
一杯のコーヒーから地球が見える
インストラクター　能澤　充

●日時 3/20（月） 10：00～12：00
●受講料 2,200円
●準備物 筆記用具、エプロン、コーヒーカップ、豆代500円

おいしいコーヒーの秘密は「焙煎」にあり！
自分で焙煎したおいしいコーヒーを味わう
贅沢体験！

お家でコーヒー焙煎 1日体験コース

●講師 丸滝　堀切　知之
●日時 4/19（水）、4/22（土） 10：00～11：30
●受講料 2,200円　●材料費 2,750円
●準備物 エプロン、三角巾
●受講場所 丸滝（現地集合）

材料は国産大豆、糀、塩のみの無添加
みそです。ゆっくり発酵させて、毎日の
お味噌汁にお料理に大活躍です。
（会場で作り自宅で熟成させます。）

おいしい！簡単！手作りみそ

●講師 丸滝　堀切　知之
●日時 5/17（水）、5/20（土） 10：00～11：30
●受講料 2,200円　●材料費 3,850円
●準備物 エプロン、三角巾
●受講場所 丸滝（現地集合）

日本の発酵食品の王様みそ。糀をたっぷり
使って作ります。糀2倍で早く発酵。3ヵ月
くらいで食べられます。
（会場で作り自宅で熟成させます。）

おいしい！糀たっぷり！二十割糀みそ

●講師 丸滝　堀切　知之
●日時 6/21（水）、6/24（土） 10：00～11：30
●受講料 2,200円　●材料費 4,400円
●準備物 エプロン、三角巾
●受講場所 丸滝（現地集合）

食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富な
玄米糀を使ったみそです。
玄米の香り・風味・甘みが楽しめます。
（会場で作り自宅で熟成させます。）

おいしい！ミネラルたっぷり！玄米糀みそ

●講師 飾り巻き寿司
マスターインストラクター
佐藤　久子

●日時 5/31（水） 9：30～12：00
●受講料 2,200円　●材料費 1,800円
●準備物 エプロン、三角巾、タオル、ジッパー付保存袋（M）、まな板、包丁

旬の野菜などを使って、定番のお漬物や佐藤先生の創作漬物を作る教室です。
授業の日に合わせて一番おいしい素材を用意する
ので、何を作るかは当日のお楽しみ！

お漬物教室

●講師（株）整理収納教育士
発達支援教育士認定講師   佐伯   真理

●日時 4/22（土） 10：00～16：30
●受講料 16,500円　●認定料・テキスト代 7,150円
●準備物 筆記用具、昼食

たった1日で資格取得！子どもの自立を後押しする
アイディアやヒントを、実例を交えながら紹介します。
発達障害やグレーゾーンといわれる子どもたちが、
日常生活をスムーズに送るための仕組みを学びます。

発達支援教育士認定講座

●講師 日本リンパ協会代表理事
グランドマスター   池田  ことみ

●日時 5/21（日） 13：00～17：00
●受講料 12,100円  ●認定料・テキスト代・教材費 8,140円
●準備物 筆記用具、日本手ぬぐいかガーゼ手ぬぐい（2本）、手鏡、ウェットティッシュ

セルフリンパケアを日 の々生活に取り入れてみませんか？
全身のリンパの流れや体の仕組みを分かりやすく解説。
頭・フェイスライン・首・肩のリンパケアの実践で効果を
体感。4時間で資格取得可能、認定証付き。

即効！目パッチリ。
顔リフトアップ。セルフリンパケア3級資格認定講座

●講師（社）日本マナーOJT
インストラクター協会
認定講師　前澤　暢子

●日時 4/16（日） 9：30～12：30
●受講料 3,300円（テキスト代込）
●認定料 1,650円　●準備物 筆記用具

たった3時間で履歴書に記入できる資格を取得！第一印象と
好感度をアップするマナーを学びませんか？仕事やプライベートで
活かせること間違いなし。講座終了後には認定証をお渡しします。

ソーシャルマナー3級講座

●講師 九星気学
横山  淸秀齊（よこやませいしゅうさい）

●日時【入門】5/21（日）13：00～16：00
【応用】6/18（日）13：00～16：00
※応用は入門を受講した方

●受講料 2,750円（資料代込）  ●準備物 筆記用具、生年月日

九星気学は生年月日で占う東洋占星術です。性格、
適職、相性、方位等を占うオールマイティの占術。
暦にも親しむことができます。気学を勉強して昇運を!!

九星気学を知って開運しよう

●講師 ハンギングバスケットマスター
コンテナガーデニングマスター
佐藤　英子

●日時 4/10（月） 13：30～15：30
●受講料 2,200円
●準備物 エプロン、薄手の手袋、材料費4,000円

春らしい色のマーガレットを使ってハンギングバスケット
を作ります。優しい気持ちになる寄せ植えです。
※花材は変更になる場合があります。

春のハンギングバスケット

●講師 ハンギングバスケットマスター
コンテナガーデニングマスター
佐藤　英子

●日時 5/27（土） 10：00～12：00
●受講料 2,200円
●準備物 エプロン、薄手の手袋、材料費3,500円

暑さに強い夏の草花で5スリットのハンギングバスケット
を作ります。手入れがしやすく、初冬まで楽しめます。
※写真はイメージです。

夏の草花で作るハンギングバスケット

●講師 写真家・日本民俗学会・
福島県史学会　齋藤  義久

●日時 3/24（金）、3/27（月） 10：00～12：00
●受講料 2,200円
●準備物 カメラ（デジカメ、スマホ、フィルムOK）

撮影のコツをアドバイス。スマホや手軽なカメラを
手にしてみましょう。路辺の可愛らしい可憐な花、
身近なもの等を一味違う写真にできたら楽しい
ものです。お気軽にご参加ください。

気軽に身近なフォト・ライフをはじめましょう

●講師 日本山岳ガイド協会認定ガイド　五十嵐  潤
●日時 4/8（土） 10：00～15：00（予定）
●受講料 2,200円（実習費別）
●準備物 筆記用具、実習費、傷害保険料 他

※必要な装備はお手続きの際に一覧表を配布

まずは講義でコース説明や装備・行動の注意点などを聞いて
から、弁天山から花見山へ向かう4時間くらいのハイキングを
楽しみます。観光の花見山とはまた違った景色を楽しみましょう。
※必ず、講義と実習を受講していただきます。

弁天山から
花見山へ　気軽に歩こう！里山ハイキング（講義+実習）

●講師 漢方養生指導士
漢茶マスター　小池  ひさ子

●日時 3/29（水） 10：30～12：00
●受講料 2,200円
●準備物 筆記用具、材料費500円（漢方茶お土産付）

病名のつかない、疲れやすい、肩こり、不眠、便秘、冷えなど、
なんとなく不調は、体全体のバランスが崩れて
いる体からのサインです。漢方茶で身体の
中から健康できれいになりましょう。

健康できれいになれる漢方茶作り

●講師 大和証券株式会社福島支店
資産コンサルタント課
齊藤上席課長代理

●日時 5/15（月） 13：30～15：00 
●会場使用料 1,100円　●準備物 筆記用具

将来の為のお金ってどうやったら貯まる
んだろう。気になったことありませんか？
今からでも遅くない！
はじめよう有価証券投資！

知らないままじゃもったいない！ ダイワの投資セミナー

●講師 国交省認定英語通訳ガイド
澤田　英二

●日時 4/8（土） 10：30～11：45
●受講料 2,300円（資料代込）
●準備物 筆記用具

クイズでは、ネイティブの日常会話によく出てくる常識ばかりを
集めました。そうした知識を身に付ければ、
ネイティブとの会話がスムーズになり、会話の
幅が広がります。誰でも楽しく学べます。

目からウロコ！のクイズで英語

●講師 福島県美術協会会員  元小学校教諭  浅野  京子
福島県美術協会会員  元中学校教諭  長久保  智子

●日時 3/30（木） 4歳～小2　16：30～17：45
小3～小6　17：00～18：15

●受講料 1,100円　●材料費 300円

いろいろな色や形のスタンプをおして
模様をつくります。完成した作品を額に
入れて飾りましょう。

消しゴムスタンプでもようをつくって楽しもう

新新新新

新新新新

新新新新

新新新新

新新

新新

※写真はイメージです

※表記の料金は全て消費税込みです。
■入会金　2，200円（税込）。70歳以上・中学生以下無料。大学・専門学校・高校生1,100円（税込）。退会して3年経過後新しくお申し込みの
際は、入会金が必要です。詳しくは、受付にある「入会と受講のご案内」をご覧下さい。定員に達しない場合、開講しない場合があります。
■受講料　6カ月12～23回コースは3カ月分、6カ月11回以下コースは6カ月分前納です。長期入院や介護、転勤などやむを得ない場合を
除き入会金・受講料は返金いたしません。

個人情報保護について　FTVカルチャーセンターでは、個人情報保護方針に基づき、お客様の個人情報について
安全管理に努めております。お客様の個人情報は、講座の運営･管理に関することやサービスの向上を図る目的
で使用させていただきますが、本人の同意なしで第三者へ提供することはありません。（お申し込み前に必ずお読みください）

入会と受講のご案内

暮らし・趣味 （教材費別途）
講座（教室）名 講　師 曜

日 時　間 受講料
（月額・円）

新 ～自分らしい生き方発見～
　開運！手相入門
（6ヵ月6回コース） 東明学院専任講師

酒井　さとし
木
④

14：45～16：15 2,410 

新楽しい算命占い イメージ編
　  ～星で未来がわかる～
（6ヵ月6回コース）

13：00～14：30 2,410 
～困ったことにならないために～
新 知っておきたい相続の基礎
（3ヵ月3回コース）

行政書士
佐藤　正貴

火
④10：00～12：00 2,410 

新我が家の家系図を作る
（3ヵ月5回コース）

家系図講師
鹿郷　健二

火
①
③
13：00～14：30 3,610 

新老い支度とエンディングノート
（3ヵ月3回コース）

ヒューマン・サポート・カキョウ
鹿郷　健二

火
②13：00～14：30 2,410

新焙りたてコーヒー講座　基礎コース
（3ヵ月6回コース）

NPO法人
一杯のコーヒーから地球が見える
インストラクター
能澤　充

水
②
④
10：00～12：00 4,610 

新 初心者のための　日本酒教室
（2ヵ月2回コース）

金水晶酒造店
斎藤　美幸

7/28
（金）
8/25
（金）
18：30～20：00 2,410 

幼児・児童 （入会金不要・教材費別途）
　　 書道を始めてみませんか!!おす
すめこども書道（小学生～中学生）
●講師　書芳会師範・墨雅会師範　齋野　響月
●第2・4（木） 16：00～18：00
●受講料　2,710円（月額）　●6ヵ月12回コース

おす
すめ
こどもロボットプログラミング
（小3～小6）

●講師　シップスパソコンスクール　志間　幸恵
●第2（土） 10：00～12：00
●受講料　2,020円（月額）　●6ヵ月6回コース

おす
すめ
こどもプログラミング
（小3～小6）

●講師　シップスパソコンスクール　志間　幸恵
●第4（土） 10：00～12：00
●受講料　2,020円（月額）　●6ヵ月6回コース

　　 まずは弾いてみようおす
すめジュニアギター（小3～小6）
●講師　渡邉俊夫ギター・ウクレレ教室主宰　渡邉　俊夫
●第1・3（土） 10：00～11：00
●受講料　3,240円（月額）　●6ヵ月12回コース
《１日体験》 3/4、18㈯  受講料1,100円 ※ある方はギター持参

　　 集中力・創造性・体力アップ！
おす
すめ
ZUMBA®KIDS JR.（4～6歳）
ZUMBA®KIDS（7～11歳）

●講師　ZUMBA®KIDS ＋ ZUMBA®KIDS JR.
インストラクター　鈴木　香織

●第2・4（火） 16：00～16：50（4～6歳）
　　　　　　  17：00～17：50（7～11歳）
●受講料　3,510円（月額）　●6ヵ月11回コース
《１日体験》 3/14㈫　各5名限定　受講料1,100円

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

こどもバレエ
（6ヵ月21回コース）
《１日体験》3/18㈯ 受講料1,100円

竹内ひとみバレエスクール
教師 土

14：30～15：15
（4歳～小1） 4,26015：30～16：30
（小2～小6）

ジュニアストリートダンス
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》4/1㈯ 受講料1,100円

波恵ダンス・カルチャーパーク
小林　真理　他

土
①
③
10：00～10：50
（5歳～小学生）3,510

新ジュニア太極拳
（6ヵ月12回コース）

日本健康協会
太極拳講師
沼澤　祐子

金
②
④
17：30～18：30
（小学生～中学生）3,240 

こども英会話
（6ヵ月21回コース） FTVカルチャーセンター

講師
齋野　裕子

土
10：20～11：05
（小学生中級） 5,180はじめてのこども英会話

（6ヵ月21回コース）
 9:15～10：00
（小学生入門・初級）

音楽と英語の“音”を感じて動こう！
英語リトミック
（6ヵ月12回コース）

《１日体験》3/28㈫
5組限定　受講料1,100円

NPO法人
日本こども教育センター
英語リトミック指導者会員
沼田　良子

火
①
③
10：30～11：10
（1歳～未就園児）3,240

こども絵画
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/11、25㈯
各3名限定　受講料1,100円

FTVカルチャーセンター
講師
古賀　礼子

土
②
④
13：00～14：30
（年長～小6） 3,240

創造性・感性を伸ばす
こどもの楽しい絵と工作
（6ヵ月12回コース）

福島県美術協会会員
元小学校教諭
浅野　京子
福島県美術協会会員
元中学校教諭
長久保　智子

木
①
③

16：30～17：45
（4歳～小2）

3,240 
17：00～18：15
（小3～小6）

フラッシュ暗算導入
計算力・集中力アップ
こどもそろばん
（6ヵ月21回コース）

野田英語そろばん学院
野田　清美 土

10：00～11：00
満（中～上級） 3,71011：10～12：10
（入門～初級）

初めての
こどもプログラミング
（6ヵ月6回コース）

シップスパソコンスクール
志間　幸恵

土
①
10：00～12：00
（4歳～小2） 2,020

料　　理 （材料費別途）
講座（教室）名 講　師 曜

日 時　間 受講料
（月額・円）

　みんなではじめよう！満男の料理 男性限定
（6ヵ月12回コース）
★受講場所/サンライフ福島

･吉田　摩耶
･佐藤　徹子
･株式会社福島丸公
･ちょん・ひょんすく

他

火
②
④
予定
10：00～12：00 5,590（材料費込）

　お父さんの 男性限定満簡単料理教室
（6ヵ月6回コース）
★受講場所／サンライフ福島 料理＆栄養士

佐藤　徹子

土
②
予定
10：00～12：00 2,800（材料費込）きれいをつくる 女性限定

満女性のための旬料理
（6ヵ月6回コース）
★受講場所／サンライフ福島

土
④
予定

おうちパン教室 初心者クラス
（6ヵ月6回コース）
★受講場所／サンライフ福島

自宅パン教室
パンルセット主宰
今野　香

金
②
予定
13：30～16：30

3,350
（材料費込）おうちパン工房

（6ヵ月6回コース）
★受講場所／サンライフ福島

金
①
予定
13：30～16：30

金
④
予定

  9：30～12：30
13：30～16：30

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

イラストパン
（6ヵ月6回コース）
★受講場所／サンライフ福島
《１日体験》3/18㈯ 各3名限定
受講料3,350円（材料費込）

konelイラストパン認定講師
齋藤　絹子

土
③
予定

  9：00～12：00
3,350
（材料費込）

13：30～16：30

ごはんがもっと美味しくなる！
季節の飾り巻き寿司とお漬物
（6ヵ月6回コース）

飾り巻き寿司
マスターインストラクター
佐藤　久子

水
①13：30～16：00 3,510

提携講座 （教材・材料費別途）
講座（教室）名 講　師 曜

日 時　間 受講料
（月額・円）

ゴルフ
（6ヵ月22回コース）
★受講場所／
　フジゴルフガーデン

日本プロゴルフ協会会員
A級ティーチングプロ
渡邉　浩

土13：30～15：00
7,690
※ボール代
・使用料別

ゴルフ
（6ヵ月24回コース）
★受講場所／
　ゴルフレンジアミーゴ

㈳全日本ゴルフ練習場
連盟会員
レッスンプロ
佐藤　寿一

火満
14：00～15：30

7,500
※ボール代
・使用料別

水14：00～15：30

木14：00～15：30

土14：00～15：30

満楽しい乗馬　（6ヵ月11回コース）
★受講場所／
　グリーンファーム高木
　（伊達市月舘町御代田椚平15)

第一種動物取扱業者
（種別→展示、福島県28北保
展示第59号 登録→H29.3.
17 有効末日→R9.3.17）
動物取扱責任者
グリーンファーム高木
高木　康三

水
②
④
18：30～20：30

5,600土
②
④
  9：30～11：30

～きれいな姿勢で颯爽と歩くからだ作り～
元気健康体操教室
★受講場所／
　セントラルウェルネスクラブ福島

セントラルウェルネス
クラブ福島
専属インストラクター

火13：30～15：00 4,230
※駐車場3時間無料
　サウナ･風呂使用可木10：00～11：30

60歳からの健康体操
★受講場所／
　セントラルウェルネスクラブ福島

セントラルウェルネス
クラブ福島
専属インストラクター

水
10：00～11：30 4,230※駐車場3時間無料

　サウナ･風呂使用可金

水中歩行運動教室
★受講場所／
　セントラルウェルネスクラブ福島

セントラルウェルネス
クラブ福島
専属インストラクター

火
13：30～15：00 4,230※駐車場3時間無料

　サウナ･風呂使用可木

腰痛改善水泳教室
★受講場所／
　セントラルウェルネスクラブ福島

セントラルウェルネス
クラブ福島
専属インストラクター

水
14：30～15：30 4,230※駐車場3時間無料

　サウナ･風呂使用可金

いきいき椅子体操教室
～介護にならないためのからだ作り～
★受講場所／
　セントラルウェルネスクラブ福島

セントラルウェルネス
クラブ福島
専属インストラクター

金13：30～15：00 4,230※駐車場3時間無料
　サウナ･風呂使用可

おもしろ園芸
（6ヵ月11回コース）
★受講場所／たなごころ他（福島市）

園芸ライフアドバイザー
羽田　稔

金
①
③
10：00～12：00 2,350

健康マージャン
★受講場所／麻雀クラブしのぶ

日本健康麻将協会福島支部長
小島　一成　他 水13：30～16：30 7,000

うつわを楽しむ  陶芸
（6ヵ月12回コース）
★受講場所／半谷窯（福島市荒井）

半谷窯

半谷　貞
ていしん
辰

半谷　菊枝

土
②
④

10：30～12：30
3,710

13：30～15：30

新 スタイルで識
し

る世界のワイン
（6ヵ月6回コース）
★受講場所／
　吾妻山麓醸造所（福島市桜本）

株式会社吾妻山麓醸造所
栽培・醸造責任者
ワイン醸造技術管理士
（エノログ）
牧野　修治

日
②14：30～16：30 6,000

（ワイン等込）



※講座により、一部変則日程になっております。日程は、必ず受付にある講座日程表でご確認ください。 ※　は、満席か満席に近い講座ですのでお問い合せください。満

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

満四季の茶花
（6ヵ月6回コース）

東京古典セミナー主宰
岩田　宗玹
遠藤　桂月

月
②10：00～12：00 2,250

お花のパワーで暮らしに彩り
フラワーアレンジメント
（6ヵ月11回コース）

《１日体験》
3/9㈭、3/10㈮、3/4㈯ 各3名限定
受講料3,600円（材料費・器代込）

プリュム主宰
金子　洋
Tiare主宰
斎藤　まゆみ

木
②
④
10：00～12：00

2,350 金
②
④
10：00～12：00

土
①
③
13：30～15：30

書　　道 （教材費別途）
講座（教室）名 講　師 曜

日 時　間 受講料
（月額・円）

書　道 若草会審査会員
青木　春翠

月13：30～15：30

4,600

水１８：１５～２０：１５

木

満
10：00～12：00
満
13：30～15：30

金１８：１５～２０：１５

美文字を目指す
実用書道

若草会師範
本間　如空 木10：00～12：00 4,600

ペン字 若草会師範
本間　如空 水10：00～12：00 4,600 

～生活の書から創作の書まで～
書道（漢字・かな・詩文書）
（6ヵ月12回コース）

日展作家・双龍会会長
斎藤　正嗣

金
①
③

13：30～15：30
4,060 

18：00～20：00
～個性を生かす～

己
おのれしょ
書   筆文字幸座

（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/14㈫ 受講料1,100円（材料費込）

日本己書道場道場師範
己書　力天夢道場代表
八巻　宏美

火
②13：30～15：30 2,410 

美　　術 （教材費別途）
おす
すめ名画鑑賞への招待
●講師　前福島県立美術館長

美術評論家　早川　博明
●第4（金） 10：30～12：00
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース
　　 指で混ぜて楽しくぬり絵おす
すめチョークアート
●講師　ドリームチョーク＆ペイントアート

今野　真理
●第3（金） 15：15～17：15
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース
《１日体験》 3/17㈮ 13：30～15：30 ※時間注意　受講料1,600円（材料費込）

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

絵画（洋画）
モダンアート協会会員
福島県美術協会会員
大町　亨

火18：15～20：15

4,600水13：30～15：30

金13：30～15：30

自由に描こう
油彩画

㈳二紀会会員
福島県美術協会会員
菅野　忠

月10：00～12：00 4,600 

デッサン
（6ヵ月11回コース）

モダンアート協会会員
福島県美術協会会員
大町　亨

月
①
③

10：00～12：00 2,350 
月
②
④
水
②
④
金
①
③

初心者から上級者までの
デッサン教室
（6ヵ月11回コース）

白日会会友
福島県南美術協会会員
茅原　佳介

月
①
③13：30～15：30 2,350 月
②
④

満やさしい日本画 日展会友
石黒　麿弥子

火
②
④
13：30～16：00
（6ヵ月12回コース）4,810

土
①
13：30～15：30
（6ヵ月6回コース）2,410

水彩画
ＦＴＶカルチャーセンター講師
橋本　卓也

月
13：30～15：30

4,600モダンアート協会会員
大町　亨 18：15～20：15

満楽しく描く水彩画
（6ヵ月12回コース）

日展会友
石黒　麿弥子

金
②
④

13：30～16：00 4,810
楽しく描く水彩画・
基礎クラス
（6ヵ月12回コース）

10：00～12：00 4,810 

楽しく生きがいの墨彩画
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/16㈭ 受講料1,100円

旧日本南画院監事
佐藤　松韻

木
①
③
10：00～12：00 4,240 

楽しい絵手紙
（6ヵ月11回コース）

筆の里工房
絵手紙インストラクター
公認講師
寺島　良子

月
①
③
13：30～15：30

2,350 水
①
③
10：00～12：00

小池邦夫の絵手紙
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/1、4/5㈬ 各3名限定
受講料1,100円（材料費込）

日本絵手紙協会公認講師
小野　キヨ
波入　ヨシ

水
①
10：00～12：00

2,410
13：30～15：30

のびのびと自由に
パステルアート教室
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/7㈫ 受講料1,600円（材料費込）

イラストレーター
高橋　美樹

火
①
③
10：00～12：00 2,350 

ボタニカルアート
（植物画）
（6ヵ月12回コース）

日本ボタニカルアート協会会員、
日本植物画倶楽部会員
杉崎　紀世彦
日本植物画倶楽部会員
杉崎　文子

金
②
④
13：30～15：30 4,490

音　　楽 （教材費別途）
　　 少人数で楽しく！おす
すめ童謡・唱歌・抒情歌をうたう
●講師　田中音楽教室主宰　田中　リエ子
●第2・4（木） 13：30～15：00
●受講料　4,060円（月額）
●6ヵ月12回コース

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）
元気に歌おう!!
楽しいコーラス
（6ヵ月12回コース）

音楽講師
高田　真紀子

木
②
④
13：00～14：00 3,240

カラオケ
（6ヵ月18回コース）

FTVカルチャーセンター
講師
小林　忠

火
①
②
③
10：00～12：00 3,560

カラオケ
（6ヵ月11回コース）

中野三喜男歌謡サークル会主
中野　三喜男 日

①
③

10：00～12：00
2,660

福島西歌謡愛好会会長
雉子波　敬子 13：30～15：30

～発声や呼吸法を学びながら
楽しく歌いましょう～

ボイストレーニング
（6ヵ月12回コース）

声楽家
福島男声合唱団・
福島市役所合唱団
ボイストレーナー
浪岡　のり子

土
①
③
10：00～11：30 4,060

佐藤明美の民謡教室
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/7㈫ 受講料1,100円

(公財)日本民謡協会教授
佐藤　明美

火
①
③
13：00～15：00 3,830

津軽三味線（初級）
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/14,28㈫ 受講料1,100円

津軽三味線講師
高田　徳子

火
②
④

  9：20～10：10

3,240津軽三味線（中級）
（6ヵ月12回コース） 10：20～11：10

津軽三味線（上級）
（6ヵ月12回コース） 11：20～12：10

日本伝統楽器の
　　　お箏・三弦（三味線）
箏曲生田流
（6ヵ月12回コース）

箏曲生田流
宮城社大師範
浅川　尚子

金
②
④
10：30～17：00 4,810

30分(個人レッスン)土
②
④
13：00～17：00

二胡奏者 張
チョウ
会
カイビン
斌 の

楽しい二胡教室
（6ヵ月12回コース）

《１日体験（入門）》
3/9,23㈭ 14:40～15:40

受講料1,100円
※楽器レンタル可、持っていれば持参

張会斌（チョウカイビン）
門下生
田口　里美

木
②
④

【入門】
14：40～15：40
15：50～16：50 4,490

１時間
グループ(レッスン)【経験者】

10：20～11：20
11：30～12：30
13：30～14：30

こどもも大人も
ソロギター入門
（小学3年以上）
（6ヵ月12回コース）

日本教育ギター連盟正会員
ギター奏者
佐藤  じんいち

土
②
④
10：30～12：00 3,390

楽しいフォークギター 入門
（6ヵ月12回コース）

福島県フォークソング協会
前県北支部長
上林　功

土
①
③

13：30～14：40

3,710
楽しいフォークギター 中級
（6ヵ月12回コース） 15：00～16：10

ギター弾き語りを
マスターしよう
（6ヵ月12回コース）

16：30～17：30

弾くだけ歌うだけどちらでもOK！
気軽にはじめる
マンドリン
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/10、24㈮ 受講料1,100円

マンドリン講師
岩崎　充子

金
②
④

【弾く】
13：30～14：30

3,240【歌う】
14：30～15：30

ギター入門
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/7㈫ 受講料1,100円
※ある方はギター持参 渡邉俊夫ギター・ウクレレ教室

主宰
渡邉　俊夫

火
①
③
10：00～12：00 2,930 

ウクレレ入門
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/13、27㈪ 受講料1,100円
※ある方はウクレレ持参

月
②
④
13：30～15：30 3,390

アフリカの太鼓
ジェンベ
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/11㈯ 受講料1,100円

昭和音楽大学卒
ふくしマリンケ
山地　良平

土
②15：30～17：30 2,410

やさしいオカリナ（初級）
（6ヵ月12回コース）

オカリナ奏者
遠藤　修身

水
②
④

10：00～12：00
2,710 やさしいオカリナ（中級）

（6ヵ月12回コース） 13：00～15：00

癒しの音色
カリンバ（弾き語り）講座
（6ヵ月12回コース）

15：15～16：45 2,710 
たのしい口笛
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/7、28㈫ 受講料1,100円

口笛奏者
髙木　満理子

火
①
③
18:30～20：00 3,390

基礎からアンサンブルまで
フルートを楽しむ
（6ヵ月12回コース）

西田音楽教室
西田　百合子

土
②
④

  9：30～12：00 4,490
小学生～大人まで
楽しいオカリーナと
リコーダー教室
（ソプラノ・アルト）
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/11、25㈯
各2名限定　受講料1,100円
※楽器あれば持参、レンタル可

12：15～13：45 4,060

鍵盤ハーモニカ
楽しい大人のケンハモ
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/16、30㈭ 受講料1,100円
※楽器あれば持参、レンタル可

どれみ音楽教室
SUZUKIケンハモ認定講師
阿部　志津子

木
①
③
10：00～11：00 3,240 

手芸・工芸 （教材費別途）
　　 身近な素材で美しくおす
すめカービング
●講師　Saphaan Thai　竹田　有理
●第4（月） 15：15～17：15
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース
《１日体験》 3/27㈪ 13：30～15：30 ※時間注意　受講料1,600円（材料費込）

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

ステンドグラス
（6ヵ月12回コース）

日本ステンドグラス連盟会員
グリーンアカデミアオブ
ステンドグラス
工房グラスギア
青木　健
浅野　孝子

金
①
③10：00～12：00

（初級）
4,810
（中級）
5,390
（上級）
6,490

土
①
③

ほっこり美しい和の手芸
木目込人形・押絵

日本高等技芸学院師範
押絵芸術作家協会会員
富沢　洋子 水

10：00～12：00
4,600

13：30～15：30

一貫張りを楽しもう
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/16㈭ 受講料2,200円（材料費込）

和彩工房主宰
菅野　和子

木
①
③
10：00～12：00 3,390

お肌にやさしい
石けんづくり
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/28㈫ 受講料1,600円（材料費込）

ライブラ香りの学校
福島校講師
小林　香代子

火
④10：00～11：30 2,410

はじめてさんでも楽しめる
トールペイント教室
（6ヵ月12回コース）

Atelier Fleur主宰
㈶生涯学習開発財団
トールペイント技能認定
齋藤　恭子

木
①
③
10：00～12：00

4,490 金
①
③
18：00～20：00

初めてから応用までの革工芸
手縫いのレザークラフト
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/7㈫ 受講料2,600円（材料費込）

ステムキンレザーズ代表
佐藤　俊太

火
③13：30～15：30 2,410 

小野千鶴子の
パッチワーク
（6ヵ月18回コース）

マザーズキルトハウス
主宰
小野　千鶴子

木
②
③
④
10：00～12：00 5,390

手作りを楽しもう
パッチワーク
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/6、13㈪ 各3名限定
受講料1,800円（材料費込）

日本編物手芸協会
指導員
渡邉　君子

月
①
③10：00～12：00 2,350月
②
④

はじめてのニット教室
日本ヴォーグ手編師範
クンスト編み指導員
玉根　英子

月10：00～12：00 4,600
オリジナル手あみ・
マクラメ編み
《１日体験》3/28㈫ 受講料1,600円（材料費込）

日本ヴォーグ手編師範
ニットデザイナー
安田　恵

火10：00～12：00 4,600 

伝統の日本刺繍
～はじめての繍（ぬい）～
（6ヵ月12回コース）

日本刺繍「菅の会」
日本染織協会東北エリア代表
戸出　淳子

土
②
④
14：00～16：00 4,490 

やさしく始める
新戸塚刺しゅう
（6ヶ月6回コース）

一般社団法人
戸塚刺しゅう協会
福島支部 師範会員

月
③13：30～15：30 2,410 

ふだん使いのアイテムを
おしゃれに彩る
楽しい染色
（6ヵ月6回コース）

日本手づくりネクタイ普及協会福島支部
日本ボーグ社ファブリックアート染
インストラクター
草木染インストラクター
塩沢　清子

火
④10：00～12：00 2,410 

～お好きな動物のマスコット
　などを作ってみませんか？～
羊毛フェルト
（6ヵ月12回コース）

《１日体験》3/3、24㈮
受講料1,900円（材料費込）

羊毛フェルト作家
ハーバリウム作家
遠藤　壽子

金
②
④
13：30～15：30 3,390 

日本ペット服手作り協会認定の
新犬服講座
～愛するわんちゃんの服を
　手作りしませんか♬～
（3ヶ月3回コース）※6月開講

㈳日本ペット服手作り協会®公認
ドッグウェアクリエイター®
認定講師
志賀　幸江

土
③13：00～17：00 7,500 

語　　学 （教材費別途）　 見学おすすめ！
　　 「アンニョンハセヨ」おす
すめ楽しい韓国語
●講師　ふくかんねっと講師

佐藤　宗雄、 安田　葉子　他
●（月） 13：30～15：00
●受講料　5,910円（月額）　●6ヵ月23回コース

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）
英会話　入門
（英検5級レベル）
（6ヵ月22回コース）

AGORA（アゴラスクール）
講師
菅野　光恵 月10：30～12：00

4,600英会話　中級
（英検3級レベル）
（6ヵ月22回コース）

講師
アシュリー・ジャンガッセ 月10：30～12：00

英会話　上級
（英検準2～2級レベル）

講師
ダン・ドリース 木10：00～12：00

トラベル英会話
初・中級

AGORA（アゴラスクール）
講師
ダン・ドリース 火13：30～15：30

4,600
講師
アシュリー・ジャンガッセ 木18：30～20：00

英語で読む日本文学
（英検2級～準1級レベル）
（6ヵ月12回コース）

国交省認定
英語通訳ガイド
澤田　英二

水
①
③
13：00～14：15 4,060 

英語で読むアメリカ文学
（英検2級～準1級レベル）
（6ヵ月12回コース）

水
①
③
14：20～15：35 4,060 

Getting  Into  English
始めよう英会話！
（少人数レッスン）
（6ヵ月12回コース）

火
①
③

満Elementary
初級コース
10：30～11：20 7,980 Intermediate
中級コース
11：30～12：20

英語、読んで・書いて・話して
～三拍子そろった英語～
（英検3級～準2級レベル）
（6ヵ月12回コース）

火
①
③
13：00～14：15 4,060 

中国語会話（中級） 中国語講師
李　淑薇 水15：30～17：30 4,600

文学・教養 （教材費別途）
おす
すめ日本仏教を学ぶ
●講師　法華宗　立正院

立正大学日蓮教学研究所研究員
矢吹　康英

●第4（金） 13：30～15：30
●受講料　2,800円（月額）　●6ヵ月6回コース

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

短　歌 福島短歌研究会会長
今野　金哉 木13：30～15：30 4,600 

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

はじめての俳句　15名まで
俳句（植木國夫）教室

福島市俳句協会
副会長
植木　國夫
黒田杏子（監生）会員
高野ムツオ（小熊座）同人
顧問
久保　羯鼓

金10：00～12：00 4,600

～俳句で心豊かな人生を～
俳句（永瀬十悟）教室
（6ヵ月12回コース）

桔槹同人会副会長
永瀬　十悟

木
②
④
10：00～12：00 4,060

ゆたかな心で暮らせるための五七五
川柳
（6ヵ月12回コース）

福島県川柳連盟理事
こはらとしこ

土
①
③
10：00～12：00 4,060 

満高橋雄一の朗読教室（午前）
（6ヵ月18回コース） 福島テレビ

元アナウンサー
高橋　雄一

水
②
③
④

10：00～12：00
6,690満高橋雄一の朗読教室（午後）

（6ヵ月18回コース） 13：30～15：00

子どもも大人も楽しめる
絵本の読み聞かせ
（6ヵ月6回コース）

絵本パフォーマー
粕谷　ひろみ

水
④10：00～12：00 2,800 

～福島市内の資料を中心として～
信夫と伊達の歴史に学ぶ
（6ヵ月6回コース）

ふくしま歴史文化保存会
代表
畠中　正一

水
④13：30～15：00 2,410 

新歴史★再発見　世界と日本の近現代史
（6ヵ月12回コース） 歴史教育研究者

久保田　慎一

木
①
③
13：30～15：00 3,830 

新日本の社会・文化史　江戸期の美術
（6ヵ月6回コース）

土
②13：30～15：00 2,410 

楽しく日本の古典を読み解きましょう
古典に親しむ
（6ヵ月12回コース）

元県立高等学校校長
鎌倉　雅臣

木
①
③
13：30～15：00 4,060 

見学おすすめ！

修証義（しゅしょうぎ）に学ぶ
（6ヵ月6回コース） 曹洞宗長秀院　住職

渡邊　祥文
火
③

10：30～12：00 2,020

坐禅をしてみませんか
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/7、4/18㈫ 受講料1,100円

  9：40～10：10 1,310
～とことん楽しむシニア・デジタルライフ～

新パソコン＆タブレットと　インターネット教室
（6ヵ月18回コース）

デジタル庁  デジタル推進委員
㈶ニューメディア開発協会認定
シニア情報生活アドバイザー
阿部　幸雄

火
②
③
④
15：30～17：30 8,110

笑顔になるコミュニケーション
話し方教室
（6ヵ月6回コース）

講演コンサル
講師育成アドバイザー
小川　俊成

金
③18：00～20：00 2,410 

暮らし・趣味 （教材費別途）
　　 気軽に、身近なフォト・ライフのおすすめおす
すめネイチャーフォト
●講師　写真家・日本民俗学会・福島県史学会

齋藤　義久
●第2・4（火） 10：00～12：00
●受講料 4,380円（月額）
●6ヵ月12回コース
　　 こどもも大人もおす
すめみんなで将棋（小学生以上）
●講師　日本将棋連盟ふくしま支部

支部長　菅野　ひろひさ
指導棋士　四段　佐藤　佳一郎

●第1・3（土） 13：30～15：30
●受講料　3,240円（月額）　●6ヵ月12回コース

《１日体験》 3/4、18㈯　受講料1,100円

　　 ～家電やおもちゃの修理等応用範囲が広がります～おす
すめシニアが始める電子工作
●講師　2級電子機器組立技能士　南　憲二
●第2・4（水） 13：30～15：30
●受講料　3,250円（月額）　●6ヵ月11回コース

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

囲碁（中・上級・有段）六段
阿部　俊 土

13：30～15：30
4,600

囲碁（初心者・初級） 15：30～17：30
もんなさんのアロマ
アロマテラピー
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/25、4/22㈯
受講料2,100円（材料費込）

㈳日本アロマ環境協会認定
アロマセラピスト
門奈　順子

土
④13：30～15：30 2,410

着付け
（6ヵ月12回コース）

FTVカルチャーセンター
講師
市川　なち子

金
②
④

13：00～15：00

3,830満
15：30～17：30

18：00～20：00

十割手打ちそば
（6ヵ月18回コース）

《１日体験》3/15㈬
受講料1,760円（材料費込） 各3名限定

手打そば  くるみの木
店主（福島市飯野町）
飯塚　晃弘

水
①
②
③

16：30～18：00
5,390 

18：30～20：00

手打ちそば
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/25㈯ 受講料2,400円（材料費込）

青葉手打ちそば教室
福島支部長
吉成　和巳
境田　晃一　他

土
②
④
13：00～15：00 3,250

薬草としてのハーブ
（6ヵ月6回コース）

JHS認定
上級ハーブインストラクター
＆ハーブスペシャリスト
ハーブとスローライフの研究家
瀧田　勉

火
①10：00～11：30 2,410 

ワインの基礎知識
（3ヵ月3回コース）

J.S.A.認定
シニアワインエキスパート
C.P.A.認定
チーズプロフェッショナル
サロン・ド・ヨーコ主宰
佐藤　燿子

土
②15：30～17：30 2,410 

満

※講座により、一部変則日程になっております。日程は、
必ず受付にある講座日程表でご確認ください。 

※　は、満席か満席に近い講座ですのでお問い合せください。

電話またはFTVカルチャーセンター受付お申し込み
お問い合わせ

健康・ダンス・舞踊 （教材費・実習費別途）
おす
すめ座ってできる！椅子ヨガ
●講師　シニア介護予防ヨガインストラクター

理学療法士　江井　菜々実
●第2（火） 13：30～14：30 
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース

《１日体験》 3/14㈫　受講料1,100円
　　 ～Hiromi's Method～おす
すめ身体を整えるヨガフロー
●講師　チェアヨガ認定講師

ステップウォークヨガ認定講師
Hiromi

●第1・3（金） 10：00～11：00
●受講料　3,240円（月額）　●6ヵ月12回コース
《１日体験》 3/17㈮ 10：30～11：30 ※時間注意　受講料1,100円

おす
すめ健康ウォーキング
●講師　ふくしま歩こう会指導員
●第1・3（水） 10：00～12：00
●受講料　1,310円（月額・実習費別）
●6ヵ月11回コース
　　 ～その痛みを自分で改善しましょう～おす
すめ腰・ひざ痛改善体操
●講師　全国健康生活普及会

カイロプラクター　佐藤　守
●第3（火） 15：30～16：20
●受講料　2,410円（月額）　●6ヵ月6回コース
《１日体験》 3/7㈫ 13：30～14：20 ※時間注意　受講料1,100円

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）
女性限定

楽しいジャズダンス
《１日体験》4/3、10、17、24㈪
18：15～19：45　受講料1,100円

波恵ダンス・カルチャーパーク
主宰
石山　波恵　他

月
10：00～11：30

4,080
18：15～19：45

女性限定
エアロビクス
《１日体験》3/7、14㈫ 受講料1,100円

日本健康協会
インストラクター
丹治　礼子
尾形　祐子

火
13：30～15：00

4,080
18：15～19：45

生活習慣病予防のための
有酸素運動
《１日体験》3/7、14㈫ 受講料1,100円

日本健康協会
インストラクター
丹治　礼子

火10：00～11：30 4,080

ジャディス（健康ダンス）
《１日体験》3/23、30㈭ 受講料1,100円

YAYOI　DANCE
STUDIO　Cats9　講師
高村　信子　他

木15：15～16：45
初心者の方におすすめ 4,080

土13：30～15：00
～基本的な動きからはじめよう～
ベリーダンス初心者さん
（3ヵ月6回コース）
《１日体験》3/23㈭ 受講料1,100円

ナーヤベリーダンスクラス
エル フィヌーン主宰
Naaya

木
②
④

18：00～18：50 3,390

インナーマッスルにも効果的
楽しく踊ろう！ベリーダンス
（6ヵ月12回コース）

《１日体験》3/23㈭
15：00～16：30、19：00～20：30
※時間注意  受講料2,750円

15：30～17：00
5,910

19：00～20：30

笑顔で踊ろう
楽しいフラ
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/19㈰ 受講料1,100円

フラレイラニカイ主宰
渡邊　尚美　他

日
①
③
10：30～12：00 2,090

ハワイアンのリズムに乗って
ハワイアンフラ
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/24㈮ 受講料1,100円

金
②
④
10：00～11：30 4,810

楽しくレッスン
ALOHAフラ
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/17㈮ 受講料1,100円

金
①
③
19：00～20：30 4,810

フラメンコ（入門）
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/19㈰ 受講料1,100円 藤井かおるフラメンコスタジオ

講師
村田　郁美
立柳　康子　他

日
①
③

10：30～11：30

5,910フラメンコ（初級）
（6ヵ月12回コース） 11：45～13：00

フラメンコ（振付）
（6ヵ月12回コース） 13：15～14：45

ソシアルダンス
初級＆中級

YAYOI　DANCE
STUDIO　Cats9　講師
八島　芳崇
黒須　道子
渡辺　逸子

土18：30～20：00 4,600

気軽に始めるタップダンス
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/28㈫ 受講料1,100円

福島すみれバレエ学園
佐藤　多賀子

火
①
③
16：30～17：30 3,830

音楽を楽しむダンス 女性限定
ZUMBA®
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/3,17㈮ 受講料1,100円

ZUMBA®
インストラクター
鈴木　香織

金
①
③
16：00～17：00 3,240 

日本舞踊花柳流
（6ヵ月18回コース）
《１日体験》3/13,20㈪ 受講料1,100円

花柳流日本舞踊師範
（一社）伝統文化みらい協会
理事長
花柳　沙里樹

月
①
②
③
15：30～17：30 6,030

太極拳
《１日体験》3/6、13、20、27㈪
3/1、8、15、22、29㈬
受講料1,100円

日本健康協会
太極拳講師
沼澤　祐子
本田　明美

月13：30～15：00

4,080
水

10：00～11：30

13：30～15：00

18：15～19：45

24式太極拳
《１日体験》3/7、14、28㈫ 受講料1,100円

日本健康協会太極拳講師
中込　保子 火11：40～13：00 4,080

気功太極拳
《１日体験》3/3、10、17㈮ 受講料1,100円

日本健康協会
気功太極拳講師
沼澤　祐子

金15：30～17：00 4,080

太極拳の源流
伝統陳式太極拳
《１日体験》3/14、28㈫ 受講料1,100円

日本陳式太極拳学会
指導員
伊藤　律子
山田　昌道
齋藤　博

火13：00～15：00 4,080

はじめての居合道
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/11、25㈯
各3名限定　受講料1,100円

全日本剣道連盟
居合道教士七段
遊佐　今朝美

土
②
④
18：15～19：45
（小学校高学年以上）

3,710やさしい居合道
（6ヵ月12回コース）

《１日体験》3/4、18㈯
各3名限定　受講料1,100円

全日本剣道連盟
居合道教士八段
柳澤　励一

土
①
③
18：15～19：45

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）
護身杖術
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/3、17㈮ 受講料1,100円

Jセルフディフェンス
アカデミー代表
菊池　重吉

金
①
③
18：30～20：00 3,830 

スポーツウエルネス吹矢
(一社)日本スポーツウエルネス吹矢協会
上級公認指導員
木村　キヨ子

水13：30～15：15 4,810

ヨーガ 女性限定
《１日体験》3/3、10、17㈮

受講料1,100円

日本健康協会　代表
永沼　秀章監修
ヨーガ講師
沼澤　祐子
松原　幸子

金
10：00～11：30

4,080
13：30～15：00

健康ストレッチヨーガ
《１日体験》3/1、8、15、22、29㈬

3/2、9、16、23、30㈭
13：30～15：00、18：15～19：45

受講料1,100円

日本健康協会
健康ストレッチヨーガ講師
沼澤　祐子
紺野　幹子

水15：30～17：00

4,080木 

女
性
限
定

満
10：00～11：30
13：30～15：00

18：15～19：45

ピラティスヨーガ
《１日体験》3/7、14、28㈫
3/1、8、15、22、29㈬
受講料1,100円

日本健康協会
ピラティスヨーガ講師
紺野　幹子
松原　幸子

火
15：30～17：00 4,080 

水

初めてのヨーガと呼吸法
（6ヵ月18回コース）
《１日体験》3/8、15㈬ 受講料1,100円

日本ヨーガ療法学会会員
学会認定ヨーガ療法士
西野　佳菜子

水
①
②
③
10：00～11：30 4,290 

誰でも簡単
セルフ筋膜リリース
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/20、4/17㈪ 受講料1,100円

FTP認定マットピラティス
インストラクター
遠藤　恵

月
③11：30～12：30 2,020 

やさしいピラティス
《１日体験》3/4、11、18、25㈯

受講料1,100円

一般財団法人
日本能力開発推進協会認定
ピラティスインストラクター
高村　信子

土10：30～11：30 4,080

楽しいピラティス
（6ヵ月18回コース）
《１日体験》3/6、13、20㈪
3/8、15、4/5、12、19㈬
受講料1,100円

FTP認定
マットピラティス
インストラクター
遠藤　恵

月
①
②
③
10：00～11：15

4,290 水
①
②
③
19：00～20：15

優雅な動きでシェイプアップ
バレエストレッチ
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/7、4/4、18㈫ 受講料1,100円

竹内ひとみバレエスクール
教師
野崎　真琴

火
①
③
19：00～20：00 2,980

肩凝り解消！姿勢矯正！体幹を強化する！
ポルドブラ 女性限定
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/16、30㈭ 受講料1,100円

ポル・ド・ブラ認定インストラクター
1級ピルビスワーカー
Nao（三瓶奈央）

　他 木
①
③

13：00～14：00

3,240 
新ピルビスワーク
～骨盤体操で美しい姿勢に。
　ダイエットにも～ 女性限定
（6ヶ月12回コース）

ピルビスワーク協会
一級トレーナー
三瓶　奈央

14：15～15：15

健康つぼ氣功法
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/4㈯ 受講料1,100円 氣東日本健美協会

代表
柏村　裕之

土
①
③
15：30～17：00 2,350

健康サポート氣功法
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/14㈫ 受講料1,100円

火
②
④
10：00～11：30 2,350

何をしてもつらい痛みから
解放されなかったあなたへ
エゴスキュー体操
（6ヵ月12回コース）
《１日体験》3/4、18㈯ 15：15～16：30
※時間注意　受講料2,750円

エゴスキュージャパン認定
Eサイズトレーナー
櫻田　千晶
三上　明子

土
①
③

【4～6月】
15：45～17：00
【7～9月】
15：15～16：30

5,910 

日本最初の健康体操。心身の健康増進

自
じ

彊
きょう

術
じゅつ

《１日体験》3/23、30㈭
3/18、25㈯ 受講料1,100円

（公社）自彊術普及会指導員
高原　恵子

木
10：00～11：30 4,080

土
　  何歳からでもできる新やさしいソフトエアロ
（6ヶ月12回コース）

フィットネスインストラクター
山城　悦子

金
①
③
10：30～12：00 3,240 

～いつまでも健康で
　いきいきとした生活を送るために～
動いて脳トレ！
中高年の体と頭の健康体操
（6ヵ月18回コース）
《１日体験》3/22、29㈬ 受講料1,100円

運動習慣研究会講師
上野　智代

水
①
③
④
10：00～11：30 3,850 

健康で団体登山ができる
体力のあるかた向き
登山教室
（6ヵ月11回コース）
※日程は講座日程表でご確認ください

《１日体験》3/14㈫
18:30～20:00 受講料1,100円

日本山岳ガイド協会
認定ガイド
五十嵐　潤　他

【講義】 

火② 

【実習】 

火※ 

土※

（講義）
満10：30～12：00
18：30～20：00

2,350
（実習費別）

お茶・お花 （水屋料・花材費別途）
おす
すめ押　花
●講師　ふしぎ花倶楽部　インストラクター

めぐみ花倶楽部主宰　安田　恵
●第1・3（金）10：00～12：00
●受講料　2,350円（月額）　●6ヵ月11回コース
《１日体験》 3/3㈮　受講料2,100円（材料費込）

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

本
格
茶
室
完
備

茶道（表千家） 表千家教授
八巻　宗眞 月１３：３０～１５：３０ 4,600

茶道（裏千家） 裏千家講師
古川　宗君

水１８：１５～２０：１５

4,600金
１３：３０～１５：３０

１８：１５～２０：１５

土13：00～15：00

華道（小原流） 小原流福島支部参与
野村　香風

月１８：１５～２０：１５
4,600

火１３：３０～１５：３０

華道（池坊）
池坊華道会
中央委員
金子　裕華

水１３：３０～１５：３０ 4,600

華道（龍生派）
龍生華道会
福島県支部顧問
斎藤　華海

木
１３：３０～１５：３０

4,600
１８：１５～２０：１５

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

満四季の茶花
（6ヵ月6回コース）

東京古典セミナー主宰
岩田　宗玹
遠藤　桂月

月
②10：00～12：00 2,250

お花のパワーで暮らしに彩り
フラワーアレンジメント
（6ヵ月11回コース）

《１日体験》
3/9㈭、3/10㈮、3/4㈯ 各3名限定
受講料3,600円（材料費・器代込）

プリュム主宰
金子　洋
Tiare主宰
斎藤　まゆみ

木
②
④
10：00～12：00

2,350 金
②
④
10：00～12：00

土
①
③
13：30～15：30

書　　道 （教材費別途）
講座（教室）名 講　師 曜

日 時　間 受講料
（月額・円）

書　道 若草会審査会員
青木　春翠

月13：30～15：30

4,600

水１８：１５～２０：１５

木

満
10：00～12：00
満
13：30～15：30

金１８：１５～２０：１５

美文字を目指す
実用書道

若草会師範
本間　如空 木10：00～12：00 4,600

ペン字 若草会師範
本間　如空 水10：00～12：00 4,600 

～生活の書から創作の書まで～
書道（漢字・かな・詩文書）
（6ヵ月12回コース）

日展作家・双龍会会長
斎藤　正嗣

金
①
③

13：30～15：30
4,060 

18：00～20：00
～個性を生かす～

己
おのれしょ
書   筆文字幸座

（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/14㈫ 受講料1,100円（材料費込）

日本己書道場道場師範
己書　力天夢道場代表
八巻　宏美

火
②13：30～15：30 2,410 

美　　術 （教材費別途）
おす
すめ名画鑑賞への招待
●講師　前福島県立美術館長

美術評論家　早川　博明
●第4（金） 10：30～12：00
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース
　　 指で混ぜて楽しくぬり絵おす
すめチョークアート
●講師　ドリームチョーク＆ペイントアート

今野　真理
●第3（金） 15：15～17：15
●受講料　2,410円（月額）
●6ヵ月6回コース
《１日体験》 3/17㈮ 13：30～15：30 ※時間注意　受講料1,600円（材料費込）

講座（教室）名 講　師 曜
日 時　間 受講料

（月額・円）

絵画（洋画）
モダンアート協会会員
福島県美術協会会員
大町　亨

火18：15～20：15

4,600水13：30～15：30

金13：30～15：30

自由に描こう
油彩画

㈳二紀会会員
福島県美術協会会員
菅野　忠

月10：00～12：00 4,600 

デッサン
（6ヵ月11回コース）

モダンアート協会会員
福島県美術協会会員
大町　亨

月
①
③

10：00～12：00 2,350 
月
②
④
水
②
④
金
①
③

初心者から上級者までの
デッサン教室
（6ヵ月11回コース）

白日会会友
福島県南美術協会会員
茅原　佳介

月
①
③13：30～15：30 2,350 月
②
④

満やさしい日本画 日展会友
石黒　麿弥子

火
②
④
13：30～16：00
（6ヵ月12回コース）4,810

土
①
13：30～15：30
（6ヵ月6回コース）2,410

水彩画
ＦＴＶカルチャーセンター講師
橋本　卓也

月
13：30～15：30

4,600モダンアート協会会員
大町　亨 18：15～20：15

満楽しく描く水彩画
（6ヵ月12回コース）

日展会友
石黒　麿弥子

金
②
④

13：30～16：00 4,810
楽しく描く水彩画・
基礎クラス
（6ヵ月12回コース）

10：00～12：00 4,810 

楽しく生きがいの墨彩画
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/16㈭ 受講料1,100円

旧日本南画院監事
佐藤　松韻

木
①
③
10：00～12：00 4,240 

楽しい絵手紙
（6ヵ月11回コース）

筆の里工房
絵手紙インストラクター
公認講師
寺島　良子

月
①
③
13：30～15：30

2,350 水
①
③
10：00～12：00

小池邦夫の絵手紙
（6ヵ月6回コース）
《１日体験》3/1、4/5㈬ 各3名限定
受講料1,100円（材料費込）

日本絵手紙協会公認講師
小野　キヨ
波入　ヨシ

水
①
10：00～12：00

2,410
13：30～15：30

のびのびと自由に
パステルアート教室
（6ヵ月11回コース）
《１日体験》3/7㈫ 受講料1,600円（材料費込）

イラストレーター
高橋　美樹

火
①
③
10：00～12：00 2,350 

ボタニカルアート
（植物画）
（6ヵ月12回コース）

日本ボタニカルアート協会会員、
日本植物画倶楽部会員
杉崎　紀世彦
日本植物画倶楽部会員
杉崎　文子

金
②
④
13：30～15：30 4,490


