
講座名 講師 問い合わせ先 曜日 時間 部屋 内容 

季節を楽しむ
彩画書  池田

イケダ

 洋子
ヨウコ

・井上
イノウエ

 とよみ 080-5707-3876 火
9：00～12：00

上記時間内
美術室

葉書などに季節の絵を描き、ボールペン・筆

ペンで簡単な文を添えた作品を作ります。

カトウ水彩画教室  加藤
カトウ　

　省吾
ショウゴ　 0798-72-0003

090-2106-0370
木 10：00～12：00 美術室

初心者歓迎。実技を通じ水彩画の良さや楽し

さを体得。又、人に感動を与えるような絵を

目指します。

平田水彩画教室  平田
ヒラタ

　睦夫
ムツオ 072-772-6618 木 13：30～16：00 美術室

初歩からアドバイスします。葦ペン画、ガラ

ス絵、抽象画も体験します。

日本画と
淡彩はがき絵 吉田

ヨシダ

　葉月
ハヅキ 072-633-7948 土 13：00～15：00 会議室1109

四季の花々を淡彩で描きます。日本画の初級

から指導します。

岩見絵画教室  岩見
イワミ

　健二
ケンジ 078-753-5292

090-2198-6341
土 13：30～16：30 美術室

初心者から経験者まで、油絵・デッサンなど

自由に制作していただけます。

たのしい書道 左右津
ソ ウ ヅ

　安輝子
ア キ コ 090-9980-3899 金 14：00～17：00 会議室1110

基礎から応用まで。大筆・小筆で楷・行・

草・隷書を学び、手紙やアートのような前衛

書等も広く楽しく学びましょう。

書道・くらしの書 濵田
ハマダ

　宙子
ヒロコ   078-241-7034(FAXも可）

090-4302-8807
土 13：00～17：00 会議室1104

毛筆による大字、細字、仮名および硬筆など

を基本から応用まで（古典・創作・実用書）

学びます。

茶道教室（入門） 高浦
タカウラ

　宗
ソウ

香
カ 080-3786-1366 木 18：00～20：00 和室

初心者の方歓迎いたします。進み具合に応じ

て丁寧に個人指導します。

茶道教室（中級） 市野
イチノ

　宗
ソウ

英
エイ 078-791-2543

（FAXも可）
木 18：00～20：00 和室

日本の伝統文化・茶道の心に触れてみません

か。一緒におもてなしの心を学びましょう。

フラワーアレンジから
伝統のいけばなへ Tamae

タ マ エ 078-223-8112
maumi0226@gmail.com

日
13:00～17：00

上記時間内
会議室1109

四季の草花を使いシンプルなフラワーアレン

ジから池坊伝統のいけばなへと指導します。

童謡から歌曲まで 10：30～12：00
日本の名曲、世界の名曲を本格的な発声を学

びながら楽しく歌いましょう。

コーラス 13：00～14：30
声を響かせハーモニーを感じながら合唱の美

しさを体験しましょう。

昭和・平成
ヒットパレード 落合

オチアイ

　庸平
ヨウヘイ

078-646-9001

080-5216-9001

kosma@music.zaq.jp
月 13：00～14：30 スタジオ

昭和～平成のヒット曲や名曲をみんなで歌い

ましょう。大好きなあの曲この曲を大きな声で

歌えば、元気があふれてくることでしょう。

月曜オペラ講座 庄司
ショウジ

　優
ユウ

歌
カ

078-646-9001

080-5216-9001

kosma@music.zaq.jp
月 13：00～14：50 音楽室1

初めて独唱に挑戦する方、大歓迎。オペラア

リアも歌ってみませんか。入門～上級のグ

ループレッスン（3人以下、35分）

月曜ピアノ講座 大木
オオキ

　恵理子
エ リ コ

078-646-9001

080-5216-9001

kosma@music.zaq.jp
月 15：00～16：50 音楽室1

１人20分の楽しい個人レッスン。幼児から大

人まで、それぞれのペースにあわせてレッス

ンします。

ともだちピアノ①
 月 13：00～20：30 音楽室2

ともだちピアノ②
 木 13：00～20：30 音楽室2

火曜ピアノ講座 後藤
ゴトウ

　美和子
ミ ワ コ

078-646-9001

080-5216-9001

kosma@music.zaq.jp
火 17：30～20：50 音楽室2

１人20分の楽しい個人レッスン。幼児から大

人まで、それぞれのペースにあわせてレッス

ンします。

ハッピーメロディ♪
笑顔で歌おう

10：30～12：00

街に流れるメロディをみんなで一緒に追いか

けよう。明日への希望を歌おう。ハッピー気

分満開！

　Let's enjoy♪
歌謡ポップス

13：00～14：30

めぐる季節の曲、愛着ある歌をみんなで大き

な声で歌いましょう。若々しい流行の歌にも

トライしましょう。

新曲歌謡レッスン 佐
サ

井
イ

　建夫
タテオ 070-1946-6580 水 13：30～15：30 音楽室2

演歌・歌謡曲の新曲を初めての方にもわかり

やすく、発声・呼吸・歌唱方法を丁寧に説明

します。

美声をめざして！
ヴォイス

トレーニング
下司　愉宇起
シモジ ユウキ

078-646-9001

080-5216-9001

kosma@music.zaq.jp
水 15：00～16：30 音楽室1

発声は自分という楽器から出た音です。ヴォイス

トレーニングで美声に導き、上質な楽器を目指し

ます。音域を広げ、音色を磨き、イタリア歌曲や

日本歌曲など憧れの歌を歌います。

世界の名歌を歌おう 谷
タニ

　浩一郎
コウイチロウ 050-6869-8374

tanikoichiro@gmail.com
木 15：00～16：30 音楽室1

関西で大活躍中のテノール歌手「谷浩一郎」

の楽しいレッスン！懐かしの名曲を歌って元

気ハツラツ。

美
術
・
絵
画

書
道

茶
華
道

音
楽

安楽
アンラク

　みゆき
090-9273-3323

anraku@hotmail.com

ピアノレッスンを中心にソルフェージュ、ア

レンジなども楽しくレッスンします。

コンクール金賞受賞者指導経験あり。

ご希望の方には講師歌の伴奏あり（シャンソ

ン・ポピュラー）

水 音楽室1

月 音楽室1

北島
キタジマ

　洋子
ヨウコ 090-6567-8152

yokotomail0730@gmail.com

中野
ナカノ

　愛子
アイコ

078-646-9001
080-5216-9001

kosma@music.zaq.jp

    中央区文化センター 

講師主催講座のご案内  



講座名 講師 問い合わせ先 曜日 時間 部屋 内容 

フルート 大西
オオニシ

　清美
キヨミ shirokituan@gmail.com 木 17:30～20:30 音楽室1

初心者対象、楽器の持ち方から指導いたしま

す。

マリンバ＆リズム 田邊
タナベ

　裕香子
ユ カ コ 　090-3700-3352

tonebamboo@gmail.com
金 14：00～19：20 音楽室1

マリンバに触れ、童謡、クラシック、J-POPなどお

好きなジャンルの音楽を楽しみます。少人数（1回

40分）のグループレッスンです。お子様から大人

まで初めての方も大丈夫です。

ドラム
（初級・中級） 小川

オガワ

　隆庸
タカノブ　 090-8534-9682

takanobu.desu@gmail.com
土 14：30～16：30 音楽室1

初心者の方からバンド経験者まで幅広く教え

ます！ロック、ジャズなど演奏してみません

か。

芸
能

山田流筝曲 幸田
コウダ

　博
ヒロ

恵
ケイ

己
キ 0742-71-6143 火

10：00～16：30

上記時間内
和室

お琴・三絃を初心者から経験者まで指導致し

ます。

文
学

神戸短歌クラブ
楠田
クスダ

　立身
タツミ 079-285-1695 金 10：30～12：00 会議室1007 短歌鑑賞と実作指導をしていきます。

大人の学びなおし英語 月 10:00～11:30 会議室1105 中学レベルの英語から学び直します。

TOEIC730点目標コース 金 18:30～20:30 会議室1104
TOEICのスコアアップを目指して楽しく学びま

す。

シンプルビジネス

イングリッシュ
火 19:00～20:30 会議室1105 初心者のためのビジネス英語レッスンです。

ロイドさんの

楽しい英会話
木 10:00～11:30 会議室1105 中級レベルの英会話を楽しく学びます。

スペイン語（初級） 水 18:30～20:00
基礎文法と簡単な日常スペイン語会話のレッ

スンです。

スペイン語（中級） 金 18:30～20:00
日常生活や旅行に役立つ表現を取り入れた会

話練習と文法の復習をします。

スペイン語（入門） 13：00～14：00

初心者対象。やさしい会話から入ります。ス

ペインの暮らし、文化についても紹介しま

す。

スペイン語（中級） 14：15～15：15

入門を終えた方で、文法の基礎を習得されて

いる方対象。日常的なやさしい会話を習いま

す。

スペイン語（上級） 15：30～16：30
中級を終えた方や、同程度の知識を持った方

対象。上手に会話ができるよう指導します。

楽しい
ハワイアンフラ 松田

マツダ

 任世
ヒトヨ

・宮城
ミヤギ

 澄子
スミコ

他 090-8525-5091 水 10：30～12：00 スタジオ

自然の恵み・愛・喜びをハワイのゆったりし

たメロディにのせて踊ります！心も身体も健

やかに！

社交ダンス 青山
アオヤマ

　舞
マイ

・下森
シタモリ

　周
アマネ 080-5714-9803

shinny.star.mai@gmail.com
木 13：00～17：00 スタジオ

ベイシックからバリエーションまで楽しんで

踊りましょう。

クラシックバレエ① 金 18：45～20：15

クラシックバレエ② 木 19：30～20：45

健
康

元気アップ！体操 薮田
ヤブタ

　恵
メグミ 080-4480-0764

skipkobe555@gmail.com
金 13:30～15:00 会議室1003

丈夫な体づくり、健康維持・増進を目的とし

た、椅子を使った体操です。座ったままで行

えます。楽しく脳活、筋活しましょう。

楽しい写真教室 今井
イマイ

　博子
ヒロコ 090-2045-2248 木 14：00～16：00 会議室1004

貴方も今日からカメラマン。楽しく学んで

創ってみよう。

マジック教室 森田
モリタ

　順二
ジュンジ 070-4132-2364

078-743-2907（FAX可）
日 13：00～15：00 会議室1105

テーブルマジックを主体として、トランプや

コインマジックをレッスンします。

ロイド

フラハティ

loyd@mac.com
メール以外でのお問合せは
中央区文化センターまで

大谷
オオタニ

 アリシア
090-9717-9237

tokalicia54@yahoo.co.jp

音
楽

語
学

フラハティ

佐智子
サ チ コ

pikenyo@mac.com
メール以外でのお問合せは
中央区文化センターまで

そ

の

他

初心者の方も大歓迎。

レベルに合わせて丁寧に指導いたします。し

なやかで美しいからだ作りを目指し一緒に楽

しくレッスンしませんか。

会議室1007

RODRIGUEZ
ロ ド リ ゲ ス

 SANTIAGO
サンティアゴ 078-585-5929

sanchimaru@hotmail.com
土 会議室1005

スタジオ

舞
踊

森川
モリカワ

　加悦乃
カ ヤ ノ

フキジャズダンス
カンパニー

070-5667-4047
fukijdc@ezweb.ne.jp

開講日は毎週ではなく、講座により隔週や変則的な場合があります。 

お問合せ・お申し込み・ご見学は直接講師へご連絡をお願い致します。 

※問い合わせ先の電話が繋がらない場合は留守番電話にメッセージを残していただき、講師からの電話をお待ちください。 

                                                               

なお、定員を超えている場合がありますのでご了承ください。 

受講の際は感染症予防対策にご理解とご協力のほどお願い申し上げます。（館内マスク着用・入口にて検温・消毒）        

                                                      中央区文化センター 078-381-7899 
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