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1 開講 歴史⽂学 A001 ⼩⾕ 定例 万葉歌を学ぶ 130301
福岡⼥学院⼤学⼤学院教授
福岡⼥学院⼤学教授
東　茂美

13030 第1・3（⽉）14︓00〜16︓00 25,740円（3カ⽉･6回/教材費込）

2 開講 歴史⽂学 A002 井上 定例 古典「伊勢物語」を読み解く 132101 ⽇本経済⼤学教授
⾦井昌平 13210 第２・４（⽔）13︓30〜14︓40 18,150円（3カ⽉・6回）

3 開講 歴史⽂学 A003 ⼩⾕ 定例
美しい⽇本の⾵景を詠む
⽉曜俳句 131803

冬野主宰
ホトトギス同⼈（社）⽇本伝統俳句協会会員
持永真理⼦

13181 第2・4（⽉）10︓30〜12︓30 20,130円（3カ⽉･6回）

4 開講 歴史⽂学 A004 ⼩⾕ 定例 五・七・五の詩を創る
⽉曜俳句 131401

冬野名誉主宰
ホトトギス同⼈（社）⽇本伝統俳句協会会員
阿⽐留　初⾒

13170 第1・3（⽉）13︓30〜15︓30 20,130円（3カ⽉･6回）

5 開講 歴史⽂学 A005 ⼩⾕ 定例 ⾃然に親しみ⼼で感じる
⽕曜俳句 130501

（社）⽇本伝統俳句協会会員
 ホトトギス同⼈
 ⿊⽥　純⼦

13171 第1・3（⽕）10︓30〜12︓30 20,130円（3カ⽉･6回）

6 歴史⽂学 A006 井上 公開 全国で⼈気のワークショップが登場︕
ショートショートの書き⽅ 132201 ショートショート作家

⽥丸　雅智 13220 5⽉22⽇（⼟）13:30~15:00 5,500円（1回）

7 歴史⽂学 A006 井上 公開 全国で⼈気のワークショップが登場︕
ショートショートの書き⽅ 132202 ショートショート作家

⽥丸　雅智 13220 5⽉22⽇（⼟）15:30~17:00 5,500円（1回）

8 開講 歴史⽂学 A007 因幡 定例 古美術はじめの⼀歩〜新しい⽣活に迎える⽇本の美〜 132301 ⽴花家史料館館⻑
植野 かおり 13230 第４(⾦)　13︓30〜15︓00 11,550円（3ヵ⽉3回）

9 開講 歴史⽂学 A008 因幡 公開 武⼠の姿ーサムライのTPOー 132302 ⽴花家史料館館⻑
植野 かおり 13230 4⽉29⽇(⽊)　13︓00〜15︓00 4950円（１回）

10 開講 歴史⽂学 A009 因幡 公開 ⼤⼈の⼥性のための＜春画巻物＞鑑賞
（18歳以上の⼥性限定） 132303 ⽴花家史料館館⻑

植野 かおり 13230 5⽉3⽇(⽉)　15︓30〜17︓00 4950円（1回）

11 開講 歴史⽂学 A010 井上 定例 〜⼈間味あふれる神々の物語〜
古事記を読み解く 132401 国⽂学研究家

久我　真律⼦ 13240 第１・３（⽔）13:30〜15:30 20,130円（3カ⽉･6回）

12 開講 外国語 B001 ⼩⾕ 定例 やさしい⽇常英会話〜基本を学ぶ〜(⼊⾨クラス） 142618 九英会会員
栗原圭⼦ 14260 第1・3（⽔）15︓30〜16︓50 23,100円（3カ⽉･6回）

13 開講 外国語 B002 ⼩⾕ 定例 実践的な会話表現〜話せるを⽬指す〜(初級クラス） 142619 九英会会員
栗原圭⼦ 14260 第1・3（⽊）15︓30〜16︓50 23,100円（3カ⽉･6回）

14 開講 外国語 B003 井上 定例 ジョン先⽣の英会話（⼊⾨） 142707 英会話講師
ジョン・ホフ 14270 第２・４（⽉）13:30~15:00 23,100円（3カ⽉・6回）

15 開講 外国語 B004 井上 定例 ジョン先⽣の英会話(⼊⾨〜初級 ) 142708 英会話講師
ジョン・ホフ 14270 第２・４（⽔）10︓30〜12︓00 23,100円（3カ⽉・6回）

16 未開講 外国語 B005 井上 定例 プローグレス・インターナショナルの初級英会話 140618 プローグレス・インターナショナル講師 14060 第１・３（⽕）10:30~12:00 23,100円（3カ⽉・6回）

17 未開講 外国語 B006 井上 定例 ジスクさんの韓国語会話（⼊⾨） 143101 ＬＯＶＥ FM D.J
⾦　智淑 14310 第１・３（⽔）10:30~12:00 23,100円（3カ⽉・6回）

18 未開講 外国語 B007 井上 定例 ジスクさんの韓国語会話(⼊⾨) 143102 ＬＯＶＥ FM D.J
⾦　智淑 14310 第２・４（⽕）18︓00~19:30 16,500円（3カ⽉・6回）

19 開講 外国語 B008 井上 定例
ハングル⽂字から始める
柳先⽣の韓国語会話（⼊⾨） 144115 韓国語会話講師

柳　⽻羚 14410 第１・３（⽕）18:30~19:30 13,200円（3カ⽉・6回）

20 開講 外国語 B009 井上 定例 会話中⼼で楽しく学ぶ
柳先⽣の韓国語会話（⼊⾨） 144116 韓国語会話講師

柳　⽻羚 14410 第２・４（⽇）10:30~11:30 19,800円（3カ⽉・6回）

21 開講 外国語 B010 井上 定例 柳先⽣の韓国語会話（経験者） 144117 韓国語会話講師
柳　⽻羚 14410 第２・４（⽇）11:40~12:40 19,800円（3カ⽉・6回）

22 開講 外国語 B011 井上 定例 伍先⽣の「中国語会話（初級）」 145501
中国語講師
⽇本語検定1級
伍(ゴ)雪⾶

14550 第２・４（⽊）18︓30〜19︓30 13,200円（3カ⽉・6回）

23 開講 外国語 B012 井上 定例 フランス語会話(初級A2) 145801 ビブリオビュス　フランス語教室講師
ラミス リュック 14580 第２・４（⽊）10︓30〜12︓00 21,450円（3カ⽉・6回）



24 開講 外国語 B013 井上 定例 スペイン語会話（⼊⾨） 144713 スペイン語会話講師
花⽥　⼩夜⼦ 14470 第２・４（⼟）10︓30~11︓30 19,800円（3カ⽉・6回）

25 開講 外国語 B014 井上 定例 スペイン語会話（経験者） 144714 スペイン語会話講師
花⽥　⼩夜⼦ 14470 第２・４（⼟）11︓40~12︓40 19,800円（3カ⽉・6回）

26 未開講 ビジネス
経済・社会

C001 酒⾒ 完結 カフェ・喫茶店の始め⽅セミナー 180101 ダイツオーナー
⽵村　真治 18010 第1・3（⾦）11︓00〜12︓00 39,600円（3か⽉・6回）

27 未開講 ビジネス
経済・社会

C002 因幡 公開 オンラインでも好かれる⼈、信頼される⼈の話し⽅ 180201
あなたの⼼に⽕をつける︕
⼈材育成・コミュニケーションの専⾨家
桑野 ⿇⾐

18020 4⽉25⽇(⽇)　13︓30〜15︓30 12,100円
(1回/教材費込)

28 開講
ビジネス

経済・社会 C003 井上 定例
元アナウンサーに学ぶ
プレゼン⼒を上げる伝わる話し⽅レッスン 180301

フリーアナウンサー
スピーチプロデューサー
佐久間　みな⼦

18030 第2（⼟）16︓00~17︓30 16,500円（3カ⽉・3回）

29 未開講
ビジネス

経済・社会 C004 井上 完結
私らしい「好印象」を⾒つける
⾃⼰分析と⾯接⼒アップセミナー 180401 stylefit 所属 キャリアコンサルタント

安⽥　めぐみ 18040 第４（⼟）16:00~17:30 14,850円（3カ⽉・3回）

30 未開講
ビジネス

経済・社会 C005 井上 完結
教養としてのプログラミング基礎講座
（Python3 エンジニア認定基礎試験対応） 180701 ㈱ヒューマンテクノシステム講師

⼿島　麗⼦ほか 18070 第2・4（⽇）10:30~12:30 96,800円（4カ⽉・8回）

31 未開講 ビジネス
経済・社会

C006 ⼩⾕ 定例 中村哲さんの功績を学ぶ 180501 ペシャワール会PMS　総院⻑補佐
藤⽥ 千代⼦ 18050 第2（⾦）13︓30〜15︓00 11,550円（3カ⽉･3回）

32
ビジネス

経済・社会 C007 猪原 公開 「リスクを学んで、起業せよ。」　ー弁護⼠からのエールー 180601

弁護⼠
「堀内恭彦法律事務所」代表
九州ラグビーフットボール協会理事、
⽇本の伝統と⽂化を守る「創の会」代表

堀内恭彦

18060 4/14(⽔)　18:00〜19:30 5,500円（１回）

33 開講 実⽤ D001 ⼩⾕ 定例 「朗読」を学ぼう
~感情を込めて読み上げる~ 156402

（社）⽇本朗読検定協会認定朗読プロフェッ
サー
朗読「紫苑の会」代表　岩村朋⼦

15640 第1・3（⼟）15︓30〜17︓30 21,120円（3カ⽉･6回）

34 開講 実⽤ D002 ⼩⾕ 定例 「朗読」を学ぼう
~作者の思いを⾃然に伝える~ 156404

（社）⽇本朗読検定協会認定朗読プロフェッ
サー
朗読「紫苑の会」代表　岩村朋⼦

15640 第2・4（⽊）13︓30〜15︓30 21,120円（3カ⽉･6回）

35 開講 実⽤ D003 ⼩⾕ 定例 「朗読」を学ぼう
~伝わる読みをめざす~ 156407

（社）⽇本朗読検定協会認定朗読プロフェッ
サー
朗読「紫苑の会」代表　岩村朋⼦

15640 第2・4（⽊）16︓00〜18︓00 21,120円（3カ⽉･6回）

36 開講 実⽤ D004 ⼩⾕ 定例 「朗読」を学ぼう
〜感動を共に味あう〜

156401
（社）⽇本朗読検定協会認定朗読プロフェッ
サー
朗読「紫苑の会」代表　岩村朋⼦

15640 第1・3（⼟）13︓00〜15︓00 21,120円（3カ⽉･6回）

37 開講 実⽤ D005 ⼩⾕ 定例 中⻄和久に学ぶ「朗読」 154202

京楽座主宰・演出家・俳優
⽇本朗読⽂化協会理事・同協会朗読指導者
養成講座講師
⽇本朗読検定協会認定プロフェッサー
中⻄和久

15420 第２・４（⽉）13︓30〜15︓30 23,100円（3カ⽉･6回）

38 開講 実⽤ D006 井上 定例
ハワイアンカード
~ハワイの⽂化・神話に触れる~ 162304

ハワイアン カードスクール公認ティーチャー、
マナカードアカデミー公認講師
坂東　望加

16230 第１・３（⽉）13:30~15:00 21,450円(3カ⽉・6回）

39 開講 実⽤ D007 ⼩⾕ 定例 統計に基づいた運命開運学「九星気学」（ベーシック） 110922 神聖・九星気学・スピリチュアル　研究家
⼭下かおり 11090 第1・3（⽔）13︓00〜15︓00 33,000円（3カ⽉･6回）

40 開講 実⽤ D008 ⼩⾕ 定例 統計に基づいた運命開運学「九星気学」（スタンダード） 110923 神聖・九星気学・スピリチュアル　研究家
⼭下かおり 11090 第1・3（⽕）13︓30〜15︓30 46,200円（3カ⽉･6回）

41 開講 実⽤ D009 ⼩⾕ 定例 現代と暮らしのマナー 151201 全⽇本作法会家督福岡⽀部⽀部⻑
簑⽑　彩 15120 第1・3（⽉）１0︓30〜12︓30 22,770円（3カ⽉･6回）

42 実⽤ D010 井上 公開
【オンライン講座】
⼦ども4⼈東⼤理Ⅲ合格︕
佐藤ママの中学受験攻略法

163401 浜学園アドバイザー
佐藤　亮⼦ 16340 5⽉30⽇（⽇）14:00~15:30 4,400円（1回）

43 開講 実⽤ D011 ⼩⾕ 定例 財産を引き継ぐ知識〜相続の基本〜 163501 菰⽥法律事務所代表
菰⽥ 泰隆 16350 第2・4（⾦）10︓30〜12︓00 26,400円（3カ⽉･6回）

44 実⽤ D012 猪原 定例 ボーダーレスな最強のコミュニケーション 163601
ラジオパーソナリティー・モデル・タレント・MC・アナ
ウンサースクール講師、
⼤学・専⾨学校講師企業研修・社員教育
吉良牧⼦

16360 4⽉20⽇、5⽉18⽇、6⽉1・15・29⽇
18:00〜19:30 27,500円（3ヵ⽉5回）

45 実⽤ D013 猪原 公開 まなざしの⼒ 163701 放送局プロデューサー/フリーライター
島尾 ナツヲ 16370 4⽉24⽇（⼟）16:00~17:30 6,600円（1回）

46 開講 クリエイティブ E001 井上 完結 キャンプ⼥⼦になろう︕セミナー（⼊⾨編） 260101 キャンプ⼥⼦株式会社
橋本　華恋 26010 ＜⼊⾨編＞

第4（⽇）11:00~12:00 ＜⼊⾨編＞13,200円

47 開講 クリエイティブ E001 井上 完結 キャンプ⼥⼦になろう︕セミナー（おうちキャンプ編） 260102 キャンプ⼥⼦株式会社
橋本　華恋 26010 ＜おうち編＞

第2（⽔）18:30~19:30
＜おうち編＞9,900円



48 開講 クリエイティブ E002 井上 完結
デザインから販売まで
LINEスタンプって作れるんです 260201 スマホコンシェルジュ

haru 26020 第３（⼟）10:30~12:00 13,200円（3カ⽉・3回）

49 未開講 クリエイティブ E003 酒⾒ 定例 PCで楽曲制作︕DTMセミナー 260301 作曲家・DJ・DTMコンサルタント
SHO JOHJIMA 26030 第2・4（⽇）13︓30〜15︓00 52,800円（3カ⽉・6回）

50 未開講 クリエイティブ E004 井上 定例
元TVディレクターに学ぶ
スマホ動画を使いこなそう︕（初級） 260401 映像作家

三重野　健司 26040 第2・4（⼟）13:30~15:30 39,600円（3カ⽉・6回）

51 未開講 クリエイティブ E005 酒⾒ 完結 Adobeイラストレーター＆フォトショップ講座（初⼼者対象） 260501 株式会社ボンドグラフィックス 代表取締役 社⻑
冨永　久司 26050 第1・3（⽇）13︓30-15︓00 36,300円（3カ⽉・6回）

52 開講 クリエイティブ E006 酒⾒ 公開 楽曲制作の始め⽅セミナー 260302 作曲家・DJ・DTMコンサルタント
SHO JOHJIMA 26030 4⽉3⽇（⼟）17︓00〜18︓00 2,200円（1回）

53 開講 クリエイティブ E006 酒⾒ 公開 楽曲制作の始め⽅セミナー 260303 作曲家・DJ・DTMコンサルタント
SHO JOHJIMA 26030 5⽉9⽇（⽇）11︓00〜12︓00 3,300円（１回）

54 開講 クリエイティブ E006 酒⾒ 公開 楽曲制作の始め⽅セミナー 260304 作曲家・DJ・DTMコンサルタント
SHO JOHJIMA 26030 6⽉5⽇（⼟）11︓00〜12︓00 3,300円（１回）

55 未開講 クリエイティブ E008 酒⾒ 完結 注⽬のメディア「ポッドキャスト」の始め⽅セミナー 260701
LOVEFM　DJ
LUE 26070 第1・3（⽊）18︓30〜19︓30 16,500円（3カ⽉・6回）

56 未開講 クリエイティブ E009 酒⾒ 完結 現代ポップスの楽曲制作について学ぶ 260601 ミュージックプロデューサー
⼒丸　尊 26060 第４（⼟）10︓30〜12︓00 13,200円（3カ⽉・3回）

57 開講 アート F001 井上 定例 「デジタル⼀眼レフカメラ」（実践編） 157903
おくスタジオ代表
フォトマスター検定総合エキスパート
奥　勝浩

15790 第４（⽉）18:00~19:30 11,550円（3カ⽉・3回）

58 未開講 アート F002 井上 定例 フィルムカメラの世界観 155505 アトリエスノーバード　写真家
浦瀧　恵美⼦ 15550 第１・３（⽇）15:30~17:00 24,750円（3カ⽉・3回）

59 開講 アート F003 井上 定例
~部活気分で⼥⼦カメラ~
写真撮影の基本とコツ 159406 （有）ミヤタオフィス代表

宮⽥　美紀⼦ 15940 第2（⼟）16:00~17:30 11,550円（3カ⽉･3回）

60 開講 アート F004 ⼩⾕ 定例 吉塚雄⼆の⾵景写真講座 151412 福岡県美術協会会員
吉塚雄⼆ 15141 第2（⽊）15:30〜17:00 12,100円（3カ⽉･3回）

61 開講 アート F005 井上 定例 ワンランク上のスマホ撮影スキル 155506 アトリエスノーバード　写真家
浦瀧　恵美⼦ 15550 第２・４(⽕)13︓30~15︓00 21,780円(3カ⽉・6回）

62 開講 アート F006 酒⾒ 公開 美味しいチョコレートアートの世界 250101 チョコレートアーティスト
norico 25010 6⽉8⽇（⽕）13︓30〜15︓30 9,350円（1回）

63 アート F007 因幡 定例 カルチャーと出会う〜アーティストとのトークルーム〜 250201 TAGSTÅオーナー
橋⼝ 靖弘 25020 第４（⽕）　18︓00〜19︓30 　8,250円

（3ヵ⽉・3回/コーヒー・お菓⼦代込み）

64 開講 アート F008 酒⾒ 公開 Museum of Arts 「世界を和える」書道 250301 書道家
杉⽥　康貴 25030 4⽉25⽇（⽇）13︓30〜15︓30 8,800円（1回、教材費込）

65 開講 アート F009 酒⾒ 公開 Museum of Arts 無意識の中から⽣まれるライブペイント 250401 ライブペインター
宮本　⼤輔 25040 6⽉27⽇（⽇）13︓30〜15︓30 8,800円（1回、教材費込）

66 開講 アート F010 酒⾒ 公開 Museum of Arts ⾮⽇常空間におけるコスチュームデザイン 250501 コスチュームデザイナー
ARAKI SHIRO 25050 5⽉23⽇（⽇）13︓30〜15︓30 8,800円（1回、教材費込）

67 開講 アート F011 酒⾒ 完結 関岡マークに学ぶ初めてのアクリル画講座 250601 アーティスト
関岡マーク 25060 第1（⼟）10︓30〜12︓00 13,200円（3か⽉・3回）

68 未開講 アート F012 ⼩⾕ 定例 「国崎幸⼦のデザイン書」感性と創造⼒を表現する 250701 書画⼈
国崎幸⼦ 25070 第2・4（⽔）13︓30〜15︓30 46,200円（3カ⽉･6回）



69 開講 アート F013 井上 定例
写真の出発点から学ぶ
写真講評クラス 250801 ⽇本写真家協会会員

平川　幸児 25080 第1・3(⼟）13:30~15:30 21,780円（3カ⽉・6回）

70 開講 アート F014 因幡 公開 コンセプトを可視化する　〜私の名前をアートにすると︖〜 250901
イラストレーター/コンセプター
ムラマス カツユキ 25090 5/1（⼟）17︓15〜19︓45 2,750円(1回)

71 開講 アート F015 因幡 公開
⾃由に描いてみよう︕チョークアート
(⼩学⽣〜中学⽣） 532003

モニークチョークアート協会認定講師
武井 季織 53200 5⽉5⽇(⽔)13︓30〜15︓30 2,750円(1回)

72 開講 アート F016 因幡 公開 ⾃由に描いてみよう︕チョークアート 532004
モニークチョークアート協会認定講師
武井 季織 53200 4⽉30⽇(⾦)13︓30〜15︓30 4,400円(1回)

73 未開講 絵画 G001 井上 定例 楽しく描こう⾊鉛筆・⽔彩画 212001 画家・絵画講師
古賀久道 21200 第１・３（⼟）10︓30〜12︓30 21,780円（3カ⽉・6回）

74 未開講 絵画 G002 井上 定例 楽しく描こう⾊鉛筆・⽔彩画 212003 画家・絵画講師
古賀久道 21200 第２・４（⽔）10︓30〜12︓30 21,780円（3カ⽉・6回）

75 未開講 絵画 G003 ⼩⾕ 定例 坂下先⽣の⽔彩画⼊⾨ 214204 画家
坂下　昌 21420 第２・４（⽕）１３︓30〜１５︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

76 開講 絵画 G004 ⼩⾕ 定例 「アクリル画」 215603 画家
中野克彦 21560 第１・３（⽕）10︓30〜12︓30 22,110円（3カ⽉･6回）

77 開講 絵画 G005 ⼩⾕ 定例 感動を紙に表現「デッサン〜着彩画」 213801
⽇本美術連盟(JAA)会員
⽇本建築美術⼯芸協会(AACA)会員
巌佐純⼦

21380 第１・3 （⽊）10︓30〜12︓30 21,780円（3カ⽉・6回）

78 開講 絵画 G006 ⼩⾕ 定例 ⼼の赴くままに描こう「油絵・⽔彩画」 214703 福岡県美術協会会員
⾺場博昭 21471 第１・3（⽊）13︓30〜15︓3０ 21,780円（3カ⽉・6回）

79 開講 絵画 G007 ⼩⾕ 定例 初めての絵画塾 213606 フランス芸術家協会ル・サロン永久会員
吉浦　拓三 21360 第２・４（⽉）10︓30〜12︓30 21,780円（3カ⽉・6回）

80 開講 絵画 G008 ⼩⾕ 定例
基礎から始める
「油絵」教室

213203 ⼆科会会員　 福岡⽂化連盟会員
寺﨑　陽⼦ 21320 第1・3（⽇）10︓30〜12︓30 21,780円（3カ⽉・6回）

81 開講 絵画 G009 ⼩⾕ 定例 はじめて描く「油絵」⼊⾨ 213201 ⼆科会会員　 福岡⽂化連盟会員
寺﨑　陽⼦ 21320 第１・３（⽉）10︓30〜12︓30 21,780円（3カ⽉・6回）

82 開講 絵画 G010 ⼩⾕ 定例 ⾃由に描こう「油絵」教室 210503 川内　桂⼦ 21051 第１・3（⼟）13︓30〜15︓3０ 21,780円（3カ⽉・6回）

83 開講 絵画 G011 ⼩⾕ 定例 平⾯に描画する「デッザン」の基本 210703
美術研究室 アトリエ・キノチッタ主宰
九州産業⼤学造形講座 講師
⽊ノ下淳⼀

21070 第2・4（⼟）10︓30〜12︓30 23,100円（3カ⽉・6回）

84 開講 絵画 G012 ⼩⾕ 定例 「⼈物デッザン」の基本 210712
美術研究室 アトリエ・キノチッタ主宰
九州産業⼤学造形講座 講師
⽊ノ下淳⼀

21070 第１・3（⼟）13:30~15:30 23,100円（3カ⽉・6回）

85 開講 絵画 G013 ⼩⾕ 定例 「⼈物デッザン」の基本 210708
美術研究室 アトリエ・キノチッタ主宰
九州産業⼤学造形講座 講師
⽊ノ下淳⼀

21070 第1・3（⽉）17︓30〜19︓30 16,500円（3カ⽉・6回）

86 開講 絵画 G014 井上 定例 はじめてのボタニカルアート（植物画） 216601
⽇本植物画倶楽部会員
ふくおか植物画会代表
細川武⼦

21660 第２・４（⽔）10:30~12:30 21,780円（3カ⽉・6回）

87 開講 絵画 G015 ⼩⾕ 定例 ⽔墨画 213001
南北墨画会常任理事
国際書画連盟理事
⽵若南玲

21301 第１・３（⽔）15︓30〜17︓30 21,780円（3カ⽉・6回）

88 開講 絵画 G016 ⼩⾕ 定例 やさしい⽇本画 211614 福岡県美術協会会員
徳永映⼦ 21161 2・4週（⽊）18︓00〜19︓30 15,180円（3カ⽉・6回）

89 開講 絵画 G017 ⼩⾕ 定例 松師古の「⼼だより」はがき絵 216001 久留⽶連合⽂化会 会員
書画研究会「睦翔」講師 ⽥所 史⼦ 21600 第１・3（⽕）13︓30〜15︓30 21,780円（3カ⽉・6回）



90 開講 絵画 G018 ⼩⾕ 定例 松師古の｢⼼だより｣はがき絵 215200
書画研究会「睦翔」主宰
九州かな書道教会常任理事
福岡県美術協会会員　松師古

21520 第3（⽇）14︓00〜16︓00 13,200円（3カ⽉・3回）

91 開講 絵画 G019 ⼩⾕ 定例 ペーパースクリーン版画教室 210401
ペーパー・スクリーン版画家
⼤場 敬介
⼤場 寿⼦

21040 第１・3（⽕）17:30〜19:30 23,100円（3カ⽉・6回）

92 開講 書道 H001 井上 定例 書道・漢字 220105 福岡県美術協会会員
⼤塚啓⾹ 22010 第1・3（⽔）13:30~15:30 21,450円（3カ⽉・6回）

93 開講 書道 H002 ⼩⾕ 定例 ⽇本のかな⽂化を楽しむ「書道・かな」 221804
読売書法会理事・読売⼥流書法展総務
⻄⽇本書美術展総務理事・福岡県美術協会
正会員
⻑⽥幸⼦

22180 第2・４（⽕）13︓30〜15︓30 25,410円（3カ⽉・6回）

94 未開講 書道 H003 ⼩⾕ 定例 親しめる書道 222301 ⽇展会員 毎⽇書道展審査会員
吉⽥　成美 22230 第２・４（⽉）15︓30〜17︓00 20,460円（3カ⽉・6回）

95 開講 書道 H004 ⼩⾕ 定例 「⽇常の書」　〜美しい⽂字をさらりと書く〜 220802 禊⼭書會（ｹｲｻﾞﾝｼｮｶｲ）主宰
⼆宮朱煕(理恵) 22083 第2・4（⽊）13︓30〜15︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

96 開講 書道 H005 ⼩⾕ 定例 ⽣活に役⽴つ⽇常の書 223402 三浦佳代⼦ 22340 第2・4（⽕）17︓30〜19︓30 14,850円（3カ⽉・6回）

97 開講 書道 H006 ⼩⾕ 定例
⼤⼈も⼦どもも⼀緒に学べる
⻫藤先⽣の書道⼊⾨（⼩学⽣以上） 222111 書道美術社審査員　⻫藤 ⽐野 22210 第1・3（⽇）10︓30〜12︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

98 未開講 書道 H007 井上 定例 暮らしに⽣かすやさしい実⽤書道 221604
⽂部科学省後援試験福岡県審査委員
景柳書道学会理事⻑
川上景扇

22160 第１・3（⽕）13:30~15:30 21,450円（3カ⽉・6回）

99 未開講 書道 H008 ⼩⾕ 定例 ⽂字を正しく・綺麗に書く「筆ペン・⼩筆書道⼊⾨」 222703 景柳書道会専務理事
⽩⽔鈴江 22270 第１・3（⽔）18︓00〜19︓30 14,850円（3カ⽉・6回）

100 開講 書道 H009 ⼩⾕ 定例 ⼩筆書道・ペン習字 221315 監修　⽇本習字教授  重⽯ 渓楓
講師　⽇本習字教授荒⽊優泉 22131 第2・4 （⽊）10︓30〜12︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

101 開講 書道 H010 井上 定例 仕事帰りに美⽂字レッスン
基礎から学ぶペン習字 223303 ⽇本習字講師

阿⽐留優⾹ 22331 第１・３（⽉）18︓30〜19︓30 11,550円（3カ⽉・6回）

102 開講 書道 H011 ⼩⾕ 定例 暮らしの中の実⽤書道 221404 ⽇本習字教授
松井千翠 22141 第1・3（⽊）13︓30〜15︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

103 開講 書道 H012 ⼩⾕ 定例 ⽇曜の朝の実⽤書道 221402 ⽇本習字教授
松井千翠 22141 第２・４（⽇）10︓30〜12︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

104 開講 書道 H013 井上 定例 筆ペン・⼩筆書道の基礎 223115 アトリエ⾹書道教室講師
前川　舞 22312 第１（⽉）13:30~15:00 13,200円（3カ⽉・3回）

105 開講 書道 H014 井上 定例 ボールペン・筆ペン習字⼊⾨ 222603 景柳書道会理事
⽥中　⾹楊 22260 第１・３（⽉）10:30~12:30 21,450円（3カ⽉・6回）

106 開講 書道 H015 井上 定例 ⽉曜の朝の筆ペン・ボールペン・⼩筆書道 222602 景柳書道会理事
⽥中　⾹楊 22260 第２・４（⽉）10:30~12:30 21,450円（3カ⽉・6回）



107 開講 書道 H016 井上 定例 写経教室 221605
⽂部科学省後援試験福岡県審査委員
景柳書道学会理事⻑
川上景扇

22160 第1・3（⾦）10:30~12:30 21,450円（3カ⽉・6回）

108 開講 書道 H017 ⼩⾕ 定例 「篆書・篆刻」⼊⾨ 221902
福岡県美術協会書部会委員（⽇展⼊選2
回）
⽮野 莱⼭（らいざん）

22190 第１・3（⽉）15︓30〜17︓00 26,400円（3カ⽉・6回）

109 開講 書道 H018 井上 定例 カリグラフィー講座 221521
監修／スタヂオポンテ主宰
　　　　初島　さつき
講師／スタヂオポンテ認定講師
　　　　⽯橋志保

22151 第２（⼟）10︓30〜12︓30 15,840円（3カ⽉・3回）

110 未開講 ⾳楽 I001 ⼩⾕ 定例
やさしい声楽－名曲を楽しむ－
※本講座は6⽉スタートです。 241401 ソプラノ歌⼿

⼤⽥朋美 24140 第１・３（⾦）15︓30〜17︓00 8,800円（1カ⽉・6⽉分）

111 未開講 ⾳楽 I002 井上 定例 初⼼者のための歌曲レッスン
2424260
1

声楽教育家
⽥端　和夫 24260 第２・４（⽉）10︓30〜12︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

112 開講 ⾳楽 I003 井上 定例
ポップスから映画⾳楽まで
ヴォーカルレッスン 242401 ヴォーカリスト＆ピアニスト

海江⽥　千晶 24240 第１・３（⼟）13︓00〜14︓30 21,450円（3カ⽉・６回）

113 開講 ⾳楽 I004 井上 定例 「⾳楽」の成り⽴ちを学ぶ
⾳楽演奏の基礎 242403 ヴォーカリスト＆ピアニスト

海江⽥　千晶 24240 第2・4（⼟）13︓00〜14︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

114 開講 ⾳楽 I005 ⼩⾕ 定例 ジャズボーカルベーシッククラス 242701 ジャズボーカリスト
⼭⼝ 葵・轟(とどろき)かおり 24270 第2・4（⽉）18︓00〜19︓20 14,850円（3カ⽉・6回）

115 開講 ⾳楽 I006 井上 定例 ジャズヴォーカル⼊⾨ 242503 ジャズボーカリスト
井上　有 24250 第１・３（⼟）14︓50〜16︓10 21,450円（3カ⽉・6回）

116 未開講 ⾳楽 I007 井上 定例 ジャズヴォーカル（経験者クラス） 242502 ジャズボーカリスト
井上　有 24250 第２・４（⼟）14︓50〜16︓10 21,450円（3カ⽉・6回）

117 未開講 ⾳楽 I008 井上 定例 ジャズボーカル（セミプライベートレッスン） 242505 ジャズボーカリスト
井上　有 24250 第3（⾦）18︓00〜19︓30 13,200円（3カ⽉・3回）

118 未開講 ⾳楽 I009 井上 定例 ジャズコード理論 242506 ジャズボーカリスト
井上　有 24250 第３（⼟）10:30~12:00 14,850円（3カ⽉・3回）

119 開講 ⾳楽 I010 井上 定例 楽譜を使わないレッスン
ゴスペル・コーラス 240703 ゴスペルシンガー　ボイストレーナー

貞本正隆 24075 第２・４（⽕）18︓00〜19︓30 14,850円（3カ⽉・6回）

120 開講 ⾳楽 I011 井上 定例 楽譜を使わないレッスン
ゴスペル・コーラス 240701 ゴスペルシンガー　ボイストレーナー

貞本正隆 24075 第２・４（⽊）13︓00〜14︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

121 開講 ⾳楽 I012 ⼩⾕ 定例 歌謡教室 240403
東京⾳楽学院福岡校
フロムFタレントスクール代表
福澤誠⼀

24041 第1・3（⽔）１3︓3０〜１5︓0０ 21,450円（3カ⽉・6回）

122 開講 ⾳楽 I013 ⼩⾕ 定例 歌謡教室（ポップス） 240405
東京⾳楽学院福岡校
フロムFタレントスクール代表
福澤誠⼀

24041 第1・3（⽊）18︓00〜19︓30 14,850円（3カ⽉・6⽉分回）

123 開講 ⾳楽 I014 井上 定例 お勤め帰りのフルート教室 240510 フルーティスト
⻤塚有紗 24054 第１・３（⽉）17︓00〜19:30 23,100円（3カ⽉・6回）

124 開講 ⾳楽 I015 ⼩⾕ 定例 ハーモニカ教室 241203
⽇本ハーモニカ芸術協会師範　九州ハーモニカ
連盟副会⻑
全⽇本ハーモニカ連盟理事
平野満智⼦

24120 第1・3（⽔）17:30〜19:30 15,510円（3カ⽉・6⽉回）

125 開講 ⾳楽 I016 ⼩⾕ 定例 オカリナを吹こう（中級） 241802 和⽥名保⼦認定オカリナ講師
⽬瀬　恵 24182 第 3（⽔ ）10︓30〜12︓00 13,860円（3カ⽉・3⽉回）

126 開講 ⾳楽 I017 ⼩⾕ 定例 クラシックギタ－教室 240101 九州ギター⾳楽協会公認講師
⻄島　みどり 24012 第1・3（⽇）10︓30〜12︓00 21,450円（3カ⽉・6回）

127 開講 ⾳楽 I018 ⼩⾕ 定例 クラシックギター⼊⾨ 240104 九州ギター⾳楽協会公認講師
⻄島　みどり 24012 第1・3（⽇）13︓00〜14︓30 21,450円（3カ⽉・6回）

128 開講 ⾳楽 I019 ⼩⾕ 定例 雅楽⿓笛(横笛)教室 233101 ⼤宰府連雅会代表
⻤⽊　剛 23310 第２（⽊）15︓00〜１６︓３０ 18,150円（3カ⽉・3⽉回）

129 開講 ⾳楽 I020 ⼩⾕ 定例 ⿓笛⼊⾨ 233103 ⼤宰府連雅会代表
⻤⽊　剛 23310 第２（⽊）１６︓４０〜１７︓４０ 16,500円（3カ⽉・3⽉回）

130 開講 ⾳楽 I021 ⼩⾕ 定例 お勤め帰りの⻑唄三味線教室 230403 ⻑唄三味線杵屋流 弥佶派三代⽬家元
杵屋 弥佶 ほか 23040 第２・４（⾦）18︓30〜19︓30 15,840円（3カ⽉・6⽉回）

131 未開講 ⾳楽 I022 井上 定例 ポロリとリラックス
ウクレレレッスン 243001 ウクレレプレーヤー

オオクボ　ゼロキチ 24300 第2（⽔）18:30~19:30 10,890円（3カ⽉・3回）



132 開講 ⾳楽 I023 井上 定例 世界の歌曲を歌う 243101 声楽家
⼤⽯　登志⼦ 24310 第1・3（⾦）10:30~12:00 21,450円（3カ⽉・6回）

133 開講 ⾳楽 I024 井上 定例 ⽇本の歌・こころの歌 243102 声楽家
⼤⽯　登志⼦ 24310 第2・4（⽔）10:30~12:00 21,450円（3カ⽉・6回）

134 ⾳楽 I025 猪原 公開 「譜を捨てよ、町へ出よう、⾳・紡ぐ者」◆⾳楽理論 243201 ⽇本聖公会九州教区司祭 (前職:⾳楽理論
講師)
吉岡容⼦

24320 4⽉19⽇(⽉)　10:30〜12:00 5,500円（１回）

135 ⾳楽 I026 猪原 定例 楽譜は怖くない＊楽典基礎 243301 ピアニスト、⾳楽教室「Tutti」主宰
稲益三冬 24330 第2・4（⽇）16:00~17:00 26,400円

（3ヵ⽉・6回）

136 ⾳楽 I027 猪原 定例 プロオーケストラ奏者から学ぶ⾦管楽器(ブラス) 243401 九州交響楽団のトロンボーン奏者(Regular)
⼭下秀樹 24340

Ａ◆⼟曜⽇（⼀般:学校指導者受講者
編）4⽉10⽇、5⽉8⽇、6⽉5⽇
18:00〜19:30

Ａ◆33,000円（3ヵ⽉・3回）

137 ⾳楽 I027 猪原 定例 プロオーケストラ奏者から学ぶ⾦管楽器(ブラス) 243402 九州交響楽団のトロンボーン奏者(Regular)
⼭下秀樹 24340

Ｂ◆⽇曜⽇（経験者:アマチュア奏者編）
4⽉11⽇、5⽉9⽇、6⽉6⽇　　18:00〜
19:30

Ｂ◆33,000円（3ヵ⽉・3回）

138 ⾳楽 I028 猪原 公開 「Don't think! Feel リズム!」ーライオンキングのパーカッション
奏者に学ぶー 243501

パーカッション奏者、「CiLi」九州管楽合奏団団
員、ユニット「語⾳」メンバー
村岡慈⼦

24350 4/23（⾦）13:30~15:00 6,600円（1回）

139 未開講 ⾷ J001 ⼩⾕ 定例 家庭で出来る本格パンづくり 312908 フードクリエータ－　パンシェルジュ検定1級
 今林　美栄⼦ 31290 第3（ ⽕）10︓30〜13:30 19,800円（3カ⽉･3回）

140 未開講 ⾷ J002 ⼩⾕ 定例 四季を彩る和洋ｽｲｰﾂ 312925 フードクリエータ－　パンシェルジュ検定1級
 今林　美栄⼦ 31290 第2（⼟）13︓30〜16:30 19,800円（3カ⽉･3回）

141 開講 ⾷ J003 井上 定例 フランスワインと新世界ワインの⽐較 300227 レストラン花の⽊　⽀配⼈
⿊⽊昭博 30020 第４（⽉）18︓00〜19︓30 19,140円（3カ⽉・3回）

142 未開講 ⾷ J004 ⼩⾕ 完結 中医薬膳資格講座（1年間） 307304
国際中医師
国際中医薬膳師
宇津原知世美

30730 第3（⽉）10︓30〜13︓00 118,800円（1年間）

143 ⾷ J005 因幡 定例 バリスタが教えるラテアート 390301 connect coffee　バリスタ
安藤 貴裕 39030 第３（⽕）　15︓30〜17︓30

19,800円
（3ヵ⽉・3回/教材費込）

144 開講 ⾷ J006 井上 定例
和菓⼦⽂化講座
和菓⼦の四季 390401 和菓⼦調整處藤丸

藤丸　阿弥 39040 第２（⽉）13:30~15:30 ⽉曜／16,500円（3カ⽉・3回、教材費込）

145 開講 ⾷ J006 井上 定例 和菓⼦⽂化講座
和菓⼦の四季 390402 和菓⼦調整處藤丸

藤丸　阿弥 39040 第１（⽔）18:30〜19:30 ⽔曜／13,200円（3カ⽉・3回、教材費込）

146 ⾷ J007 因幡 定例 ⽇本茶の奥深さを知る 〜抽出条件のよる⾹味の違い〜 390501 ⽇本茶インストラクター/茶舗「ふりゅう」
⽥代　亮平 39050 第４(⽔)　11:00〜12:30 19,800円

（3ヵ⽉・3回/教材費込）

147 開講 ⾷ J008 ⼩⾕ 定例 ヴィーガンクッキング〜新しい⾷のライフスタイル〜 390601
LIGHTS VEGAN TEAM
シェフ&サポートマネージャー
リキャとじゅんこ

39060 第3（⼟）10︓30〜12︓30 19,800円（3カ⽉･3回）

148 開講 ⾷ J009 因幡 定例
珠⽟のウイスキー
〜果ての無いウイスキーの深淵を覗く〜 390701 Bar Higuch オーナーバーテンダー

樋⼝ ⼀幸 39070 第3（⽇）　17:30〜18:40
52,800円
（3ヵ⽉・3回/ウイスキー代込）

149 開講 ⾷ J010 井上 定例 きれいをサポート
ロースイーツのすすめ〜フルーツタルト編〜 308307 ミヤムの恋するCooking主宰・栄養⼠

宮村　ゆかり 30830 4⽉17⽇（⼟）14:00〜16:30 6,600円(1回、教材費込）

150 未開講 ⾷ J011 井上 定例 スポーツ栄養学
~タイミング別・競技別に考える~ 390801

管理栄養⼠、福岡県栄養⼠協会副会⻑、
アスリートフードマイスター講師
森⼭　美加代

39080 第２（⽕）10:30~12:00 33,000円（6カ⽉・6回）

151 ⾷ J012 井上 定例 旅するスパイス~オリジナルブレンドの楽しみ~ 390901 epices GINZA　オーナーシェフ
朝岡　久美⼦ 39090 第3（⼟）14:00~15:30 52,800円（3カ⽉・3回、教材費込）

152 未開講 ⾷ J013 ⼩⾕ 定例 蔵元直伝︕福岡の⽇本酒を学ぶシェアタイム 391101
【4⽉】　江崎俊介
【5⽉】　今村友⾹
【6⽉】　⼭⼝哲⽣

39110 第1（⼟）16︓00〜18︓00 24,750円（3カ⽉･3回、⽇本酒代込）

153 開講 ⾷ J014 因幡 定例 彩りの薬膳教室 391201 「薬膳ハウス⾦⽊犀」主宰　国際薬膳師
甲⽊　⾥枝 39120 第４(⾦)　10︓30〜13︓30 21,450円（3ヵ⽉・3回）

154 未開講 ⾷ J015 因幡 定例 グルメロガーデビ⾼橋の『お⾁博⼠の少しマニアックな⽜⾁講座』 391301 グルメブロガー
デビ⾼橋 39130 第２(⽔)　15︓30〜17︓00 23,100円

（3ヵ⽉・3回/教材費込）

155 開講 ⾷ J016 因幡 定例 僕とカレーと⼈⽣。
〜グルメブロガー万太郎とカレー店主の話〜 391401 グルメブロガー

万太郎 39140 第２（⽇）　13︓30〜15︓30 13,200円
（3ヵ⽉・3回/教材費込）



156 開講 ⾷ J017 因幡 完結
ようこそウイスキーの世界へ
〜プロから学ぶウイスキー&バーの基本編〜 390702 Bar Higuch オーナーバーテンダー

樋⼝ ⼀幸 39070 第3(⽇)15:30〜16:30
33,000円
（6ヵ⽉・6回/ウイスキー代込）

157 開講 ⾷ J018 因幡 公開 焙煎⼈が教えるほうじ茶を楽しむ時間　〜焙煎から抽出まで〜 390502 茶舗ふりゅう 代表/ほうじ茶焙煎⼈
池松 伸彦 39050 ４⽉１３⽇(⽕)　13︓30〜15:30 6,600円（1回）

158 開講 ⾷ J019 井上 公開 旬のいちごをたっぷり使って
⾃家製天然酵⺟とプチパンづくり

391601
⾃家製酵⺟のパン教室
Rim-パンとガルニチュール- 主宰
松尾　莉沙

39160 4⽉19⽇（⽉）11︓00〜14︓00 7,150円（1回、教材費込）

159 開講 ⾷ J019 井上 公開 旬のいちごをたっぷり使って
⾃家製天然酵⺟とプチパンづくり

391602
⾃家製酵⺟のパン教室
Rim-パンとガルニチュール- 主宰
松尾　莉沙

39160 4⽉25⽇（⽇）11︓00〜14︓00 7,150円（1回、教材費込）

160 開講 ライフスタイル K001 ⼩⾕ 定例 フラワーアレンジメント 330913

（公社）⽇本フラワーデザイナー協会特別名
誉本部講師
世界フラワーアレンジャー（WAFA）会員 副島
三煌
（公社）⽇本フラワーデザイナー協会名誉本
部講師 世利 靖⼦

33090 第2・4（⽊）10︓30〜12︓30 39,600円（3カ⽉･6回）

161 開講 ライフスタイル K002 ⼩⾕ 定例 クリエイティブ フローラルデザイン 332901 公益社団法⼈⽇本フラワーデザイナー協会
名誉本部講師　副島　正英 33290 第2（⼟）13︓30〜15︓30 23,100円（3カ⽉･3回）

162 開講 ライフスタイル K003 ⼩⾕ 定例 井上　博登の「フラワーアレンジレッスン」 332703 フラワーデザイナー
井上博登 33270 第２・４（⽕）10︓30〜12︓30 39,600円（3カ⽉･6回、教材費込）

163 開講 ライフスタイル K004 井上 定例 バラ尽くしのフラワーアレンジメント 332626
プチ　クローシュ主宰
フラワーデザイナー
蓼沼　秀⾹

33261 第１（⼟）10︓30〜12︓30 26,400円(3カ⽉・3回、教材費込）

164 開講 ライフスタイル K005 井上 定例 パリスタイルのフラワーアレンジ⼊⾨ 333101
フルーヴェール主宰
フラワーデザイナー
朝妻亜希⼦

33310 第１（⽔）10︓30〜12︓30 26,070円（3カ⽉・3回、教材費込）

165 開講 ライフスタイル K006 井上 定例 プリザーブドフラワーアレンジレッスン 352804
プリザーブドフラワーアーティスト
toile blanche（トワルブランシュ）
⾼橋美奈⼦

35280 第３（⽊）13︓30〜15︓00 12,540円（3カ⽉・3回）

166 未開講 ライフスタイル K007 井上 定例 プリザーブドフラワーアレンジレッスン 352807
プリザーブドフラワーアーティスト
toile blanche（トワルブランシュ）
⾼橋美奈⼦

35280 第２（⼟）13:30〜15:00 12,540円（3カ⽉・3回）

167 開講 ライフスタイル K008 井上 定例 さよなきどりのドライフラワーレッスン 353005 さよなきどり主宰
nao 35300 第３（⽔）10︓30〜12︓30 12,540円(3カ⽉・3回）

168 開講 ライフスタイル K009 井上 定例 基礎から学ぶ｢ガーデニングサロン｣ 332803
（⼀社）⽇本ハンギングバスケット協会
ハンギングバスケットマスター（本部講師）
⽯井康⼦

33280 第２（⾦）13︓30〜15︓30 24,090円（3カ⽉・3回、教材費込）

169 開講 ライフスタイル K010 井上 定例 家族をもてなすワンランク上の暮らし術 151316
マナーサロン「グラチェ リュクス」主宰
プロトコールマナー講師　ライフスタイリスト
原⽥陽⼦

15130 第３（⽊）13︓30〜15︓00 13,200円（3カ⽉・3回）

170 開講 ライフスタイル K011 井上 定例 ブーケを極めるフラワーレッスン 332636
プチ　クローシュ主宰
フラワーデザイナー
蓼沼　秀⾹

33261 第2（⼟）10︓30〜12︓30 145,200円（12カ⽉・12回）

171 開講 ライフスタイル K012 ⼩⾕ 定例 Nicolai Bergmann　Flower Lesson 333401
Nicolai Bergmann　International
School of Floristry シニアトレーナー
⼭元⼤祐

33340 第1（⽇）10︓30〜12︓30 52,800円（3カ⽉･3回、花材代込）

172 開講 ライフスタイル K012 ⼩⾕ 定例 Nicolai Bergmann　Flower Lesson 333402
Nicolai Bergmann　International
School of Floristry シニアトレーナー
⼭元⼤祐

33340 第1（⽇）13︓30〜15︓30 52,800円（3カ⽉･3回、花材代込）

173 開講 ライフスタイル K012 ⼩⾕ 定例 Nicolai Bergmann　Flower Lesson 333403
Nicolai Bergmann　International
School of Floristry シニアトレーナー
⼭元⼤祐

33340 52,800円（3カ⽉･3回、花材代込）

174 未開講 ライフスタイル K013 井上 定例 世界に広がる⽚づけの魔法
こんまり®メソッド 380101 こんまり流®⽚づけコンサルタント

畑井　美樹 38010 第４（⼟）13:30〜16:30 55,000円（3カ⽉・3回）

175 ライフスタイル K014 猪原 定例 ⾃分で建てる。⾃分で創る。<建築家が教えるデザイン> 380201
⼜⽊計介　+Architect Office 建築デザ
イン⼀級建築⼠事務所MANI　所⻑兼主宰
⼜⽊計介

38020 第1（⽊）14:00~15:30 16,500円（3ヵ⽉・3回）

176 開講 ライフスタイル K015 因幡 完結 ⽣活空間に彩りを添える「インテリア茶箱」
〜ウィリアムモリスの世界〜

本部茶箱レッスン主任講師
鶴岡　真理

⼤阪⽀社代表　認定インストラクターコース講
師
宮⽥ 真貴

38030 第４(⾦)　13︓30〜16︓00
104,280〜160,050円
（3ヵ⽉・3回/教材費込、お選びいただく布・サイズによ
り⾦額が異なります。）

177 開講 ライフスタイル K016 因幡 定例 ⾹りのある暮らし
〜お家ライフを⼼地よく過ごす⾹りのレッスン〜

159803 アロマデザイナー＆⾹司
財津 園美

15981 第２(⽉) 13︓30〜15︓00 19,800円(3カ⽉・3回)



178 開講 伝統と⽂化 L001 井上 定例 はじめての「⽔引⼯芸」 365703 ⽔引⼯芸家
内野敏⼦ 36570 第４（⽔）13︓30〜17︓30 19,800円（3カ⽉・3回）

179 開講 伝統と⽂化 L002 井上 定例 国産天然漆を使って
⾃然派⾦継 376004

監修／KINTSUGI JAPANディレクター、
　　　　博多漆芸研究所代表
　　　　松⽣まさよ
講師／KINTSUGI JAPAN講師

37601 第2・4（⽊）13:30~15:00 26,400円（3カ⽉・6回）

180 開講 伝統と⽂化 L003 井上 定例 「和本」と「和綴じ」を学ぶ 365905 元福岡⼥⼦短期⼤学准教授
倉本優⼦ 36590 第１（⾦）13:30~15:30 12,540円（3カ⽉・3回）

181 開講 伝統と⽂化 L004 井上 定例 季節を楽しむお⾹あそび 341706 ⾹司
つる⼦ 34170 第４（⽕）13:30~15:30 12,540円（3カ⽉・3回）

182 開講 伝統と⽂化 L005 井上 定例 てのひら盆栽 333301 てのひら盆栽教室櫻苑主宰
櫻⽊千絵 33330 第２（⽕）10︓30〜12︓30 11,550円(3カ⽉・3回）

183 開講 伝統と⽂化 L006 ⼩⾕ 定例 きもの着付⼊⾨・上級教室（⼭野流） 320436 ⼭野流着装本部講師・着物着付師
 ⾼⽥ 純⼦ 32041 第２・４ （⾦） 15︓30〜17︓30 24,090円（3カ⽉・6回）

184 開講 伝統と⽂化 L007 ⼩⾕ 定例 きもの着付教室（本科〜講師科） 320301
全国きもの教育連合会教授
着装道古典宮島流教授　平⽥ 進代
助 講 師 　時枝 智⼦

32030 第1・3（⽕） １５︓３０〜１７︓３０ 24,090円（3カ⽉・6回）

185 開講 伝統と⽂化 L008 ⼩⾕ 定例 伊賀の｢くみひも｣ 320300
正倉流伊賀組講師
平⽥ 進代
寺崎 ⽉美

32030 第２・４ （⽔） 15︓30〜17︓300 23,100円（3カ⽉・6回）

186 開講 伝統と⽂化 L009 ⼩⾕ 定例 般若⼼経⼊⾨ 110205
⾼野⼭真⾔宗「⼗輪院」住職
本⼭布教師
藤本善光

11020 第4（⽔）15︓30〜17︓00 11,550円（3カ⽉・3回）

187 開講 伝統と⽂化 L010 ⼩⾕ 定例 華道・池坊 330833 華道家元池坊華道教授
佐藤華春 33080 第1・3（⾦）16︓00〜18︓00 25,080円（3カ⽉・6回）

188 開講 伝統と⽂化 L011 ⼩⾕ 定例 華道・草⽉流 330314 草⽉流 師範会理事
重⽥⻘嶺 33031 第2・4（⽔）15︓30〜17︓30 25,080円（3カ⽉・6回）

189 未開講 伝統と⽂化 L012 ⼩⾕ 定例 「いけばな・⼩原流」 332206 ⼩原流⼀級家元教授
中崎慧波 33220 第1・3（⾦）13︓30〜15︓30 25,080円（3カ⽉・6回）

190 開講 伝統と⽂化 L013 ⼩⾕ 定例 茶道・表千家不⽩流（⽴礼式） 341225 表千家不⽩流家元師範
播磨　宗桂 34120 第1・3（⽊）17︓30〜19︓30 19,800円（3カ⽉・6回）

191 開講 伝統と⽂化 L014 ⼩⾕ 定例 茶道・裏千家（⽴礼式） 340297 茶道裏千家 正教授
古賀　宗公 34022 第2・4（⽊）13︓30〜15︓30 29,700円（3カ⽉・6回）

192 開講 伝統と⽂化 L015 井上 公開
住職さんに学ぶ
精進料理の四季 391501 臨済宗如意輪寺住職

椛島　義徹 39150 4⽉24⽇(⼟）11:00〜14:00 5,500円（1回、教材費込）

193 未開講 伝統と⽂化 L016 井上 完結
⾃然派⾦継認定カリキュラム3級
〜⾦継基礎技術マスタープログラム〜 376005

監修／KINTSUGI JAPANディレクター、
　　　　博多漆芸研究所代表
　　　　松⽣まさよ
講師／KINTSUGI JAPAN講師
　　　　博多漆芸研究所講師
　　　　⽯橋　茜

37601 第2・4（⽊）13:30~15:00 118,800円（1年間）

194 開講 伝統と⽂化 L017 井上 定例 プロ棋⼠に学ぶ将棋教室（⼤⼈クラス） 511401
⽇本将棋連盟
中⽥功⼋段、豊川孝弘五段、古賀悠聖四段、
⽔町みゆ⼥流初段、関⼝武史指導棋⼠五段

51140 第1・3（⽇）13:30~15:00 36,300円（3カ⽉・6回）

195 開講 伝統と⽂化 L018 井上 定例 プロ棋⼠に学ぶ将棋教室（ジュニアクラス） 511402
⽇本将棋連盟
中⽥功⼋段、豊川孝弘五段、古賀悠聖四段、
⽔町みゆ⼥流初段、関⼝武史指導棋⼠五段

51140 第1・3（⽇）15:30~17:00 33,000円（3カ⽉・6回）

196 開講 ⼿芸クラフト M001 井上 定例 ナンタケットバスケット 375703
⽇本ナンタケットバスケット協会
公認インストラクター　福岡久留⽶教室主宰
新⼭　みどり

37570 第1・3（⽔）10:30~12:30 33,000円（3カ⽉・6回）

197 開講 ⼿芸クラフト M002 井上 定例 ナンタケットバスケット 375704
⽇本ナンタケットバスケット協会
公認インストラクター　福岡久留⽶教室主宰
新⼭　みどり

37570 第1・3（⽔）13:00~15:00 33,000円（3カ⽉・6回）

198 未開講 ⼿芸クラフト M003 井上 定例 ナンタケットバスケット 376301
⽇本ナンタケットバスケット協会
認定インストラクター
宮⾥七菜⼦

37630 第1・3（⽊）13:30~15:30 33,000円（3カ⽉・6回）

199 開講 ⼿芸クラフト M004 ⼩⾕ 定例 オリジナル・ビーズ・ジュエリー 362624
⼀般財団法⼈　⽣涯学習開発財団
ビーズアート ビーズアートステッチ認定インストラ
クター
〜Angel Ring〜　⽥中　智恵

36261 第2・4（⽕）10:30〜12:00 23,100（3カ⽉･6回）

200 開講 ⼿芸クラフト M005 ⼩⾕ 定例 オリジナル・ビーズ・ジュエリー 362625
⼀般財団法⼈　⽣涯学習開発財団
ビーズアート ビーズアートステッチ認定インストラ
クター
〜Angel Ring〜　⽥中　智恵

36261 第１・３（⽔）18:00〜19:30 16,500（3カ⽉･6回）

201 開講 ⼿芸クラフト M006 井上 定例 「ビーズステッチ＆ビーズ刺しゅう」 364403
　⼀般財団法⼈⽣涯学習開発財団認定
インストラクター
今林かずよ

36440 第2・4(⼟）10:30~12:30 23,100円(3カ⽉・6回）

202 開講 ⼿芸クラフト M007 井上 定例 淡⽔パールアクセサリーレッスン 374917
⼀般財団法⼈ ⽣涯学習開発財団認定
インストラクター　「fresco」主宰
くさかべみかこ

37490 第１(⼟）13:30~15:30 12,540円（3カ⽉・3回）

203 開講 ⼿芸クラフト M008 井上 定例 淡⽔パールアクセサリーレッスン 374915
⼀般財団法⼈ ⽣涯学習開発財団認定
インストラクター　「fresco」主宰
くさかべみかこ

37490 第３（⽊）10:30~12:30 12,540円（3カ⽉・3回）

204 開講 ⼿芸クラフト M009 ⼩⾕ 定例 ⼾塚刺しゅう 362401 ⼾塚刺しゅう師範総代
⽮野幸枝 36241 第１・３（⽕）13︓30〜15︓30 21,450円（3カ⽉･6回）

205 開講 ⼿芸クラフト M012 井上 定例 北欧⽣まれの「ハーダンガー刺繍」 365004 ハーダンガー刺繍講師
川上祐⼦ 36500 第１（⾦）10:30~12:30 12,540円（3カ⽉・3回）

206 開講 ⼿芸クラフト M013 井上 定例 北欧⽣まれの「ハーダンガー刺繍」 365006 ハーダンガー刺繍講師
川上祐⼦ 36500 第１（⽊）10:30~12:30 12,540円（3カ⽉・3回）

207 開講 ⼿芸クラフト M014 井上 定例 韓国伝統のパッチワーク　ポジャギ 363808 Pojagi * Sesttam主宰
劉　由美⼦ 36380 第２（⽊）13:30~16:30 14,850円（3カ⽉・3回）

208 開講 ⼿芸クラフト M015 井上 定例 カルトナージュ 373838
カルトナージュ作家
Ａtelier Moire(アトリエモアレ)主宰
辻塚　雅⼦

37381 第4（⽉）13:30~16:00 14,850円（3カ⽉・3回）

209 開講 ⼿芸クラフト M016 ⼩⾕ 定例 ⽊の実とスパイスのアート「ザルツブルガーゲシェンク」 351102 「 Atelier Glanz 」主宰
⿇⽣さやか 35111 第２（⽊）10︓30〜12︓30 13,200円（3カ⽉･3回）



210 開講 ⼿芸クラフト M017 ⼩⾕ 定例 北欧デンマーク⼿創りじゅうたん「ダネラ」 360602
⽇本ダネラ協会本部理事
九州地区福岡⽀部⻑
⼩宮和⼦

36060 第２・４（⽔）１０︓30〜１２︓30 21,450円（3カ⽉･6回）

211 開講 ⼿芸クラフト M018 ⼩⾕ 定例 北欧デンマーク⼿創りじゅうたん「ダネラ」 360601
⽇本ダネラ協会本部理事
九州地区福岡⽀部⻑
⼩宮和⼦

36060 第１・３（⽊）１０︓30〜１２︓30 21,450円（3カ⽉･6回）

212 開講 ⼿芸クラフト M019 ⼩⾕ 定例 東北地⽅伝統⼯芸
「こぎんとさしこ」を創る 360802 ⾼橋桂⼦ 36080 第１・３（⾦）１０︓30〜１２︓30 21,450円（3カ⽉･6回）

213 開講 ⼿芸クラフト M020 ⼩⾕ 定例 東北地⽅伝統⼯芸
「こぎんとさしこ」を創る 360801 ⾼橋桂⼦ 36080 第１・３（⽔）１０︓30〜１２︓30 21,450円（3カ⽉･6回）

214 開講 ⼿芸クラフト M021 ⼩⾕ 定例 伝統美「⽇本刺繍」 362310 ⽇本刺繍講師
⼿島⽶⼦ 36230 第4（⽊）10︓30〜12︓30 15,675円（3カ⽉･3回）

215 開講 ⼿芸クラフト M022 井上 定例 基礎から⾃由に学べる
編み物レッスン 366401 （公財）⽇本⼿芸普及協会準師範

⽊村　えりか 36640 第1・3(⽇）10:30~12:30 21,450円（3カ⽉・6回）

216 開講 ⼿芸クラフト M023 井上 定例 基礎から⾃由に学べる
編み物レッスン 366402 （公財）⽇本⼿芸普及協会準師範

⽊村　えりか 36640 第１・３(⽊）10:30~12:30 21,450円（3カ⽉・6回）

217 開講 ⼿芸クラフト M024 井上 定例 タティングレース 364202 タティングレース作家　　 ⾕岡　幸⼦ 36420 第1(⾦）10:30~12:30 12,540円（3カ⽉・3回）

218 未開講 ⼿芸クラフト M025 井上 定例 PieniSieniの
オフフープ⽴体刺繍 366501

監修／ビーズフェルト刺繍作家
PieniSieni
監修／オフフープ⽴体刺繍認定講師
橋本　裕⼦

36650 第２（⽕）13:30~16:00 16,500円（3カ⽉・3回）

219 未開講 ⼿芸クラフト M026 井上 定例 レースの宝⽯
タティングレースレッスン 366601

（公財）⽇本⼿芸普及協会レース指導員
レース作家
平⼭　なつみ

36660 第３(⼟）10:30〜12:30 13,200円(3カ⽉・3回）

220 未開講 ⼿芸クラフト M027 因幡 定例 樹脂粘⼟⼯芸でつくる四季の花 366701 「花実アート」主宰
⽜嶋　君⼦ 36670 第１・３（⽉）10:30~12:30 26,400円（3ヵ⽉・3回）

221 ⼿芸クラフト M028 猪原 定例 Only One 天然⽯ビーズアート　創作
〜　私だけのPower Stone 〜 366801

キリンパシフィック代表　天然⽯・アクセサリー
コーディネーター
⼩野悦⼦

36680 4⽉9・23⽇、5⽉14⽇、6⽉11・25⽇
（⾦）10:30~12:00

33,000円（3ヵ⽉・5回）

222 未開講 ⼿芸クラフト M029 ⼩⾕ 定例 季節を飾る押し花アート 366901
ワールド・プレスフラワー協会認定講師
古⺠家ギャラリー押し花館四季オーナー
牧園　和⾹⼦

36690 第4（⽕）10:30〜12:30 14,850（3カ⽉･3回）

223 未開講 ⼿芸クラフト M030 ⼩⾕ 定例 四季の折り紙教室 367001
⽇本折紙協会認定講師 福岡⽀部⻑
福岡こども短期⼤学⾮常勤講師
池⽥　紀⼦

36700 第1・3（⼟）10:30~11:30 23,100円（3カ⽉･6回）

224 開講 ⼿芸クラフト M031 因幡 公開 チラシや雑誌ではこづくり（BOOK型名刺箱） 367101 グラフィックデザイナー・はこつくり
⾺場 良⼦

36710 5⽉1⽇(⼟)　10︓30〜12︓30 4,400円(1回)

225 開講 ⼿芸クラフト M032 因幡 公開 ことばを贈るはこづくり 367102 グラフィックデザイナー・はこつくり
⾺場 良⼦

36710 5⽉2⽇(⽇)　10︓30〜12︓30 4,950円(1回)

226 開講 ⼿芸クラフト M033 因幡 公開 親⼦で作るお絵かき宝箱（⼩学⽣以上） 367103 グラフィックデザイナー・はこつくり
⾺場 良⼦

36710 5⽉5⽇(⽔)　13︓00〜15︓00 5,500円(1回)

227 開講 ⼿芸クラフト M034 因幡 公開 樹脂粘⼟⼯芸でつくる美しい草花 366703 「花実アート」主宰
⽜嶋 君⼦

36670 4⽉29⽇(⽊) 13︓00〜17︓00 5,500円(1回)

228 未開講 ファッション N001 酒⾒ 完結 ファッションデザイナーと作る世界に⼀つだけのシャツブラウス 540101 ファッションデザイナー
リョウジ　オバタ 54010 第1・3（⾦）13︓30〜15︓30 40,700円（4カ⽉・7回）※材料費別途

229 開講 ファッション N002 酒⾒ 完結 school of jewelry making 540201 fum　職⼈
⼩野　誠 54020 第2・4（⽇）14︓00〜16︓00 40,700円（4カ⽉・8回）

230 未開講 ファッション N003 ⼩⾕ 定例 ハンドメイド⾃転⾞の世界
〜フレームビルダーたち〜 540301

からくり⼈形師／サイクルジャーナリスト
Hiromu Moulinette
【4⽉】Hiromu Moulinette
【5⽉】⼩⽟正夫/BARAMON

54030 第4（⽇）16:00~18:00 29,700円（3カ⽉・3回）

231 開講 ファッション N004 ⼩⾕ 公開 もっと深く知れる、vintage shopの⽇常と裏側 540401
vintage clothing TWOFACE
代表　原⽥　政和
福岡店店⻑　松本愛実
CONNERS SEWING FACTORY 代表　⼩

54040 5⽉1⽇（⼟）・2⽇（⽇）13︓30
~15︓00

19,800円（2回）

232 開講 美と健康 O001 井上 定例 視機能を鍛える
ヴィジョントレーニング 416503 ヴィジョントレーナー

⼩松　佳弘 41650 第4（⾦）13︓30〜15︓00 13,200円（3カ⽉・3回）

233 開講 美と健康 O002 井上 定例 視機能を鍛える
ヴィジョントレーニング 416504 ヴィジョントレーナー

⼩松　佳弘 41651 第3（⽊）18︓30〜19︓30 9,900円（3カ⽉・3回）

234 美と健康 O003 井上 公開 コロナ禍の中で改めて考える
医師夫婦が実践する免疫⼒アップ⽣活術 430101

⼯藤内科
内科医・糖尿病内科・統合医療医
⼯藤　孝⽂

43010 4⽉11⽇（⽇）14:00〜15:30 4,400円（1回）

235 開講 美と健康 O004 酒⾒ 公開 深く知りたい化粧品成分表⽰講座 430201 フェイシャルエステ専⾨店PLANCEオーナー
古賀　由紀⼦ 43020 6⽉27⽇（⽇）17︓00〜18︓00 4,400円（1回）

236 邂逅 美と健康 O006 因幡 公開 お⼝周りの美をプロデュース
〜エイジングケア 美容⻭科〜 430301

医療法⼈六広会デンタルリリーオフィス
副理事/医師
岡崎 桂⼦

43030 6⽉12⽇(⼟)　13︓30〜15︓00 4,400円（1回）

237 開講 美と健康 O007 井上 定例 声のエイジングケア
滑⾆エクササイズ 410441

トータルボディ＆マインド研究所
FTPマットピラティス、ボディ＆マインドヨガ
インストラクター⼤島　こずえ

41040 第2・4（⾦）13:30~14︓50 21,450円（3カ⽉・6回）

238 未開講 美と健康 O008 酒⾒ 完結 ”想い”を実現する美容経営セミナー 430202 フェイシャルエステ専⾨店PLANCEオーナー
古賀　由紀⼦ 43020 第4（⽇）18︓30〜19︓30 66,000円（6カ⽉・6回）

239 開講 美と健康 O009 酒⾒ 公開 化粧品成分から化粧品を選ぶ講座 430203 フェイシャルエステ専⾨店PLANCEオーナー
古賀　由紀⼦ 43020 4⽉25⽇（⽇）17︓00-18︓00 4,400円（1回）

240 開講 美と健康 O010 酒⾒ 公開 肌のトラブル解決法講座 430204 フェイシャルエステ専⾨店PLANCEオーナー
古賀　由紀⼦ 43020 5⽉23⽇（⽇）17︓00-18︓00 4,400円（1回）

241 未開講 美と健康 O012 猪原 公開 ヴィーナスメソッド・決定的⼥⼦⼒ＵＰ 430401 ライフコーチ
ソレンソン チヨミ 43040 4⽉26⽇(⽉)　18:00〜19:30 5,500円（１回）

242 未開講 美と健康 O013 ⼩⾕ 定例 漢⽅理論で叶える健康的な暮らし 430501
「漢⽅薬局 招き猫」代表取締役社⻑
漢⽅範⼠・薬剤師
⻫藤　正勝

43050 第2・4（⽔）13︓30~15︓00 39,600（3カ⽉･6回）

243 開講 エクササイズ
ダンス

P001 井上 定例 ゼロから始める
「ヨガ」⼊⾨ 416901 ヨガインストラクター

永濱清⼦ 41690 第１・３（⽕）10︓30〜12︓00 21,450円（3カ⽉・6回）

244 開講 エクササイズ
ダンス

P002 井上 定例 ヨガ
~健康⽣活、はじめの⼀歩から~ 416902 ヨガインストラクター

永濱清⼦ 41690 第２・４（⽉）10︓30~12:00 21,450円(3カ⽉・6回）

245 未開講 エクササイズ
ダンス

P003 井上 定例 健康ヨーガ 412718 ⽇本ヨーガ道友協会講師
⼤久保　良⼦ 41272 第2・4（⾦）10:30~12:00 21,450円（3カ⽉・6回）

246 開講 エクササイズ
ダンス

P004 井上 定例 シニアのためのゆっくりヨガ 417101
ヨーガインストラクター
⾻盤インストラクター
柿原美奈⼦

41710 第１・３（⽊）13︓30〜15︓00 21,450円（3カ⽉・6回）



247 エクササイズ
ダンス

P005 井上 定例 “ゆったりペース”のヨガ
~呼吸を深く、⾝体をほぐす~ 415003 インド中央政府公認ヨーガインストラクター

My u（ゆみ） 41500 第２・４（⽔）18︓30〜19︓30 14,850円（3カ⽉・6回）

248 エクササイズ
ダンス

P006 井上 定例 “ゆったりペース”のヨガ
~呼吸を深く、⾝体をほぐす~ 415004 インド中央政府公認ヨーガインストラクター

My u（ゆみ） 41500 第2・4（⼟）10︓30〜11︓50 21,450円(3カ⽉・6回）

249 未開講 エクササイズ
ダンス

P007 井上 定例 ⼼もからだもリセット︕
リラックスメディテーションヨガ 415207 HCYヘルスケアヨガ協会認定ヨガインストラクター

吉⽥　由⾥ 41522 第2・4（⼟）15:45~16︓45 21,450円（3カ⽉・6回）

250 開講 エクササイズ
ダンス

P008 井上 定例 はじめてのヨガ 410418
トータルボディ＆マインド研究所
FTPマットピラティス、ボディ＆マインドヨガ
インストラクター⼤島　こずえ

41040 第２・４（⽉）13:30~14:50 21,450円（3カ⽉・3回）

251 開講 エクササイズ
ダンス

P009 井上 定例 肩甲⾻＆⾻盤調整エクササイズ
〜ヨガ＆ピラティスメソッド〜 410428

トータルボディ＆マインド研究所
FTPマットピラティス、ボディ＆マインドヨガ
インストラクター⼤島　こずえ

41040 第1・3（⽊）18︓30〜19︓30 14,850円(3カ⽉・6回）

252 開講 エクササイズ
ダンス

P010 井上 定例 肩甲⾻＆⾻盤調整エクササイズ
〜ヨガ＆ピラティスメソッド〜 410402

トータルボディ＆マインド研究所
FTPマットピラティス、ボディ＆マインドヨガ
インストラクター⼤島　こずえ

41040 第２・４（⽊）10︓30〜11︓50 21,450円（3カ⽉・6回）

253 開講 エクササイズ
ダンス

P011 井上 定例 ⾝体の奥からゆっくり整える
シニアのための「ピラティス」 415108

ストットピラティスIR
健康運動実践指導者
植⽥亜紀⼦

41510 第２・４（⽔）10︓30〜12︓00 22,770円(3カ⽉・6回）

254 開講 エクササイズ
ダンス

P012 井上 定例 ⾝体の奥からゆっくり整える
シニアのための「ピラティス」 415105

ストットピラティスIR
健康運動実践指導者
植⽥亜紀⼦

41510 第１・３（⽔）10︓30〜12︓00 22,770円(3カ⽉・6回）

255 開講 エクササイズ
ダンス

P013 井上 定例 お⼀⼈おひとりを丁寧にサポート
ピラティス（少⼈数制） 415109

ストットピラティスIR
健康運動実践指導者
植⽥亜紀⼦

41510 第1・3（⽔）13︓00〜14︓30 33,000円（3カ⽉・6回）

256 開講 エクササイズ
ダンス

P014 井上 定例 ⾝体の内側からキレイになる︕
ピラティス 416002 ストットピラティスインストラクター

梅野　陽⼦ 41600 第２・４(⼟）14:30〜15:30 21,450円（3カ⽉・6回）

257 開講 エクササイズ
ダンス

P015 井上 定例 全⾝をほぐしながら鍛える
ヤムナ®＆ピラティス 417012 YAMUNA®認定プラクティショナー

荒⽊統⼦ 41700 第1・3(⾦）13:30~15:00 22,770円（3カ⽉･6回）

258 開講 エクササイズ
ダンス

P016 井上 定例 ボディバランスを整えるセルフケア
筋膜リリース・ストレッチ 416602

⽶国ロルフインスティテュート認定ロルファTM）
筋膜リリース福岡天神代表
上村征⼆

41660 第２・４（⽔）13︓30〜15︓00 22,770円(3カ⽉・6回）

259 開講 エクササイズ
ダンス

P017 井上 定例 ボディバランスを整えるセルフケア
筋膜リリース・ストレッチ 416601

⽶国ロルフインスティテュート認定ロルファTM）
筋膜リリース福岡天神代表
上村征⼆

41660 第１・３（⽉）10︓30〜12︓00 22,770円(3カ⽉・6回）

260 開講 エクササイズ
ダンス

P018 ⼩⾕ 定例 ⾝体のバランスを整える「ストレッチバレエ・エクササイズ」 410603 ストレッチ体操講師
吉富朋江 41060 第1・3(⽊）10:30〜12:30 19,800円（3カ⽉･6回）

261 開講 エクササイズ
ダンス

P019 ⼩⾕ 定例 有酸素運動＆筋⼒アップエクササイズ 411501
フィットネスインストラクター
栄養⼠
中島ルミ⼦

41152 第1・3(⽕）13︓00〜14︓30 21,450円（3カ⽉･6回）

262 未開講 エクササイズ
ダンス

P020 ⼩⾕ 定例 デューク更家の「ウォーキングエクササイズ」エレガント 412315 デューク更家公認ウォーキングスタイリスト
最⾼位マエストロ　⻄⽥　ゑ美 41231 第4（⽇）13︓20〜14︓40 15,840円（3カ⽉･3回）

263 未開講 エクササイズ
ダンス

P021 ⼩⾕ 定例 デューク更家の「ウォーキングエクササイズ」スローコース 412314 デューク更家公認ウォーキングスタイリスト
最⾼位マエストロ　⻄⽥　ゑ美 41231 第4（⽇）12︓20〜13︓10 12,705円（3カ⽉･3回）

264 開講 エクササイズ
ダンス

P022 ⼩⾕ 定例 はじめての「太極拳」 412203
福岡太極拳研究会代表
⽇本武術太極拳連盟公認 指導員・審判員
伝統楊式初級教練　川原恵⼦

41220 第1・3（⽕）18︓30〜19︓30 13,200円（3カ⽉･6回）

265 開講 エクササイズ
ダンス

P023 ⼩⾕ 定例 ゆっくり楽しむ太極拳〜ヘルスアップﾟタイチチー〜 412202
福岡太極拳研究会代表
⽇本武術太極拳連盟公認 指導員・審判員
伝統楊式初級教練　川原恵⼦

41220 第2・4（⽊）13︓30〜15︓00 23,100円（3カ⽉･6回）

266 未開講 エクササイズ
ダンス

P024 ⼩⾕ 定例 基本の呼吸を⼤切に
⼟曜の朝の「太極拳」 410302 ⼭崎恵⼦ 41031 第1・3（⼟）10︓30〜12︓00 23,100円（3カ⽉･6回）

267 開講 エクササイズ
ダンス

P025 ⼩⾕ 定例 ⾦曜⽇の仕事帰りに「太極拳」 410301 ⼭崎恵⼦ 41031 第2・4（⾦）18︓00〜19︓30 16,500円（3カ⽉･6回）

268 開講 エクササイズ
ダンス

P026 井上 定例 ⼤⼈になって始めるバレエ（⼊⾨） 421208 三ノ上万由美バレエスタジオ
 ⻑⾕川  さくら 42120 第2・4（⽕）10:30~11:30 19,800円（3カ⽉･6回）

269 開講 エクササイズ
ダンス

P027 井上 定例 ⼤⼈からはじめる「クラシックバレエ」(初級） 421202 三ノ上万由美バレエスタジオ
⻑⾕川  さくら 42120 第2・4(⽕）11:40~12︓40 19,800円（3カ⽉･6回）

270 開講 エクササイズ
ダンス

P028 ⼩⾕ 定例 ⼤⼈になって始めるバレエ 421203 三ノ上万由美バレエスタジオ
⼋尋　由紀 42121 第1・3（⾦）10︓30〜11︓30 19,800円（3カ⽉･6回）

271 未開講 エクササイズ
ダンス

P029 ⼩⾕ 定例 ゆっくり楽しむ「シニアフラ」 422102 フラインストラクター
廣中 美佐⼦ 42213 第1・3（⽉）13︓00〜14︓00 21,450円（3カ⽉･6回）

272 未開講 エクササイズ
ダンス

P030 ⼩⾕ 定例 基本からゆっくりスタート「アーネラ フラ」 420509 Halauʻo Leolaniフラ講師
ホオナニ前嶋 42050 第１・３（⾦） 18︓30〜19︓30 16,500円（3カ⽉･6回）

273 開講 エクササイズ
ダンス

P031 ⼩⾕ 定例 ⼥性らしいボディーラインを⽬指そう「⼤⼈のベリーダンス」 424105 ベリーダンス インストラクター
YUKARI 42412 第2・4（⽊）18:30〜19:30 14,850円（3カ⽉･6回）

274 開講 エクササイズ
ダンス

P032 井上 定例 ハッピーフラ 422302 フラインストラクター
中嶋　美幸 42232 第１・３（⼟）13:30〜15:00 23,100円（3カ⽉・6回）

275 開講 エクササイズ
ダンス

P033 井上 定例 ハッピーフラ(⼊⾨クラス） 422314 フラインストラクター
中嶋　美幸 42232 第１・３（⽇）13:00〜14:30 23,100円（3カ⽉・6回）

276 開講 エクササイズ
ダンス

P034 ⼩⾕ 定例 3ヶ⽉で1曲を仕上げよう「ベリーダンス」（経験者クラス） 424301 ステージアート Rosarium代表
Haruhi 42431 第１・３（⽇） 10︓30〜11︓30 21,450円（3カ⽉･6回）

277 開講 エクササイズ
ダンス

P035 ⼩⾕ 定例 基礎から学ぶ「ベリーダンス」（⼊⾨クラス） 424302 ステージアート Rosarium代表
Haruhi 42431 第１・３（⽇） 11︓45〜12︓45 21,450円（3カ⽉･6回）

278 開講 エクササイズ
ダンス

P036 井上 定例 「ラクンバ」 424401 ダンスインストラクター
ネデル 42440 第２・４（⽕）13︓30〜14︓30 19,800円（3カ⽉・6回）

279 開講 エクササイズ
ダンス

P037 酒⾒ 完結 関岡マークと踊るTikTokダンスレッスン 250602 アーティスト
関岡マーク 25060 第4（⽇）10︓30〜12︓00 13,200円（3か⽉・3回）

280 開講 エクササイズ
ダンス

P038 井上 定例 癒しのゆっくりヨガ 415208
全⽶ヨガアライアンスRYT200
ヨガインストラクター
吉⽥　由⾥

41522 第１・３（⼟）15︓50〜17︓20 21,450円（3カ⽉・6回）

281 開講 エクササイズ
ダンス

P039 井上 定例 ⼤⼈のクラシックバレエ教室 421614 ⽯⽥絵⾥⼦バレエスクール講師
久野　由美⼦

42163 第2・4（⼟）13︓00〜14︓00 19,800円（3カ⽉・6回）

282 開講 ⼦ども Q001 ⼩⾕ 定例 こどものクラシックバレエ教室（中学⽣以上）
※本講座は5⽉スタートです 421612 ⽯⽥絵理⼦バレエスクール講師

久野 由美⼦ 42161 毎週（⽇）18︓00〜19︓30 19,360円（2カ⽉・8回）

283 開講 ⼦ども Q002 ⼩⾕ 定例 こどものクラシックバレエ教室（⼩学校4年⽣以上)
※本講座は5⽉スタートです。 421607 ⽯⽥絵理⼦バレエスクール講師

久野 由美⼦ 42161 第２・４（⽕）17︓45〜19︓15 9,680円（2カ⽉・4回）

284 開講 ⼦ども Q003 ⼩⾕ 定例 こどものクラシックバレエ教室（3才〜未就学児)
※本講座は5⽉スタートです。 421604 ⽯⽥絵理⼦バレエスクール講師

久野 由美⼦ 42161 第1・3（⽇）15︓00〜16︓15 9,020円（2カ⽉・4回）



285 開講 ⼦ども Q004 ⼩⾕ 定例 こどものクラシックバレエ教室（⼩学校1-3年）
※本講座は5⽉スタートです。 421605 ⽯⽥絵理⼦バレエスクール講師

久野 由美⼦ 42161 毎週（⽇）15︓00〜16︓15 22,440円（2カ⽉・8回）

286 開講 ⼦ども Q005 ⼩⾕ 定例 こどものクラシックバレエ教室（⼩学校4年⽣〜6年⽣)
※本講座は5⽉スタートです。 421606 ⽯⽥絵理⼦バレエスクール講師

久野 由美⼦ 42161 毎週（⽇）16︓20〜17︓50 23,760円（2カ⽉・8回）

287 未開講 ⼦ども Q006 ⼩⾕ 定例 Kids Rainbow Art Place〜造形・絵画教室〜
（⼩学⽣対象） 531108

アトリエパレット主宰 福岡⽂化連盟会員
⽇洋会会員 　第7回⽇展⼊選
髙⽥ 裕⼦

53110 第3（⼟） 16:00〜18:00 14,850円（3カ⽉･3回）

288 開講 ⼦ども Q007 酒⾒ 公開 ＜⼩学⽣対象＞ボンドアートで世界に⼀つだけの作品を描こ
う︕ 532301 ボンドアーティスト

冨永　ボンド 53230 6⽉26⽇（⼟）16:00~17︓30 4,950円（1回）

289 未開講 ⼦ども Q009 ⼩⾕ 定例 学校では教えてくれない　お⾦のおけいこ（⼩学⽣・親⼦対
象） 531901 キッズ・マネー・ステーション講師

⾼﨑　優⼦・おおが　かよ 53190 第3（⽇）10:30~12:30 18,150円（3カ⽉･3回）

290 未開講 ⼦ども Q010 因幡 定例 49⾊の⾊彩で⾃由に描くチョークアート 532001 モニークチョークアート協会認定講師
武井季織 53200 第１（⼟）16︓00~17︓30 13,200円（3ヵ⽉・3回）

291 未開講 ⼦ども Q011 ⼩⾕ 定例 ディスカッション講座byDコート（中⾼⽣対象） 532101 ディスカッションコーディネーター
⾼柳希、上⽔優輝、他 53210 第2・4（⽉）17:50~19:30 44,550円（3カ⽉･6回､教材費込）

292 未開講 ⼦ども Q012 ⼩⾕ 定例 ディスカッション講座byDコート（⼩学4〜6年⽣対象） 532102 ディスカッションコーディネーター
⾼柳希、上⽔優輝、他 53210 第2・4（⽉）16:30~17:40 42,240円（3カ⽉･6回､教材費込）

293 未開講 ⼦ども Q013 因幡 定例 ⿓⼀郎の書道教室
〜⾔葉を感じて、表現する〜 532201 「⾵の書⿓組」主宰

井上 ⿓⼀郎 53220 第１・３（⼟）　16︓00~18︓00 19,800円（3ヵ⽉・6回）

294 開講 ⼦ども Q014 酒⾒ 公開 ＜⼩学⽣（⾼学年）・中学⽣対象＞初めてのチョコレートアー
ト 532401 チョコレートアーティスト

norico 53240 5⽉3⽇（⽉）13︓30-15︓00 6,050円（1回）

295 開講 ⼦ども Q015 酒⾒ 完結 ＜⼩学⽣対象＞関岡マークと踊るキッズダンスレッスン 532501 アーティスト
関岡マーク 53250 第2（⽇）10︓30〜12︓00 11,550円（3か⽉・3回）

296 開講 ⼦ども Q016 酒⾒ 公開 【公開】プログラミング⾔語でゲームを作ろう【スクラッチ】（⼩学3
〜6年⽣）（4⽉）

533401 WEBディレクター・プログラミング講師　　　熊﨑
未希⼦

53340 4⽉24⽇（⼟）16︓30〜18︓30 3,850円（1回）

297 開講 ⼦ども Q016 酒⾒ 公開 【公開】プログラミング⾔語でゲームを作ろう【スクラッチ】（⼩学3
〜6年⽣）（5⽉）

533402 WEBディレクター・プログラミング講師　　　熊﨑
未希⼦

53340 5⽉22⽇（⼟）16︓30〜18︓30 3,850円（1回）

298 開講 ⼦ども Q016 酒⾒ 公開 【公開】プログラミング⾔語でゲームを作ろう【スクラッチ】（⼩学3
〜6年⽣）（6⽉）

533403 WEBディレクター・プログラミング講師　　　熊﨑
未希⼦

53340 6⽉26⽇（⼟）16︓30〜18︓30 3,850円（1回）


