
岩田屋本店 本館７階

気軽にトライできるワンデイレッスンなど、
すべての講座の詳細は

「学 IWATAYA」ホームページをご覧ください。

2023.冬の講座案内 12月1日（木）から申込受付スタート

Foodie

食
毎日のごはん作りが楽チン！美味しい！
帰宅30分で作る中華メニュー

美味しい、楽しい、ワクワクがつまった食卓を。忙しい毎日をアシストする、
超時短で作れるレシピや味付け楽チン化などのコツなどをレクチャーいた
します。帰ってから30分で完成を目指す時短でできる夕食の献立術です。

●料理研究家、フードディレクター SHIMA
●2月18日（土）11：00～14：00　●7,700円（1回／教材費込）

食
自宅で簡単に豪華な料理を楽しむ
～飾り巻きアートの世界～ 

世界で10人しかいない巻寿司大使の恵方まきさんによる、大人も子どもも
楽しめる可愛くて美味しい飾り巻き寿司を一緒に作ってみましょう。

●巻寿司大使、飾り巻き寿司インストラクター 
　恵方 まき
●1月22日（日) 14：00～16：00　
●5,500円（1回／材料費込）

食 BROUT HAUSのベーグル教室 
～抹茶&ホワイトチョコ、3種のチーズ～ 

今回の2種類のベーグルを作ります。お湯で一度ボイルして焼き上げる
というのが特徴。日本人向けで、サクッとした歯切れとのど越しのよさ
がくせになります。

●BROUT HAUS オーナーシェフ  佐藤 友紀
●2月28日（火）14：00～16：00　
●7,700円（1回／教材費込）

お茶農家さんと学ぶお茶の世界
～製造の過程を垣間見る～ 

●茶舗ふりゅう代表、ほうじ茶焙煎人 池松 伸彦
●井手製茶工場 四代目園主 井手 博崇
●3月14日（火）14：30～16：30　●6,600円（1回／材料費込）

食

季節の薬膳料理と養生方法 
～座学・冬、初春編～ 

●薬膳料理研究家、国際薬膳師 甲木 里枝
●2月10日（金）10：30～12：30　●3,300円（1回）

食

食 クラフトジンとチョコレートのおいしい関係
～焼酎ベースのジンの魅力とは？～ 

世界的なブームとなっているジン。そんなクラフトジンを焼酎でも作られ
ているのをご存知ですか？ユズ、日向夏、しょうが、シナモン、お茶など国
産ハーブをつかった個性あふれる焼酎ベースのジンとチョコレートのマ
リアージュを楽しみながら、焼酎の新しいトレンドをお伝えします。
●焼酎プロデューサー 黒瀬 暢子
●2月5日（日）14：00～15：30　●5,500円（1回／教材費込）

食 おうちのコーヒーワンランクアップ&
あなた好みのコーヒー見つけましょう

糸島の森の中で丁寧に焙煎したコーヒーを提供する、珈琲焙煎店「森と
コーヒー。」による講座。自分に合った1杯をご自宅でも味わうことが
できるようレクチャーします。

●合同会社森とコーヒー 山田 圭太
●2月7日（火）14：00～16：00　●5,500円（1回／材料費込）

食 お家で作れるスパイスカレー講座
～ガラムマサラワークショップ～ 

本格的なスパイスカレーの作り方を実演後、皆さまご自身で調合いた
だいたガラムマサラをカレーにかけてご試食いただけます。瓶づめにし
たガラムマサラとお家で作る本格スパイスカレーセットをお持ち帰りい
ただけます。

●スパイス専門店スパイスフレバー代表 一木 英之
●2月12日（日）13：30～15：30　●5,500円（1回／教材費込）

2023年の九星の運勢と世相

●神聖・九星気学・スピリチュアル研究家 山下 かおり 
●①2月5日（日）／②2月12日（日）／③2月13日（月）  各回14：00～16：00　
●6,380円（1回／教材費込）
　※本年の資料は個別ではなく「2023年の九星の運勢と世相」になります

実用

プロに学ぶ「小説の書き方入門」 
～目指せ！三服文学賞～ 

●花野組福岡 花野 純子 
●1月22日（日）14：00～15：30　●5,500円（1回）

実用

ボタニカルキャンドル 
～ミモザの香り、春の訪れ～ 

●池坊 正教授、銀座スタジオエス 花キャンドル認定講師、
　日本キャンドル協会(JCA)認定講師 川﨑 淳子 
●3月9日（木）13：30～16：00　●5,170円（1回／教材費込）

クラフト

ウィリアムモリスで作る
「ファブリックフレーム」

●カルトナージュ作家 Ａtelier Moire(アトリエモアレ)主宰 辻塚 雅子
●2月18日（土）13：30～16：30　●4,950円（1回／教材費別途）

クラフト

Lifestyle

食
紅茶に合う

「英国式スコーンレッスン」

イギリスのティータイムに欠かせないスコーンズの実習
レッスン。イギリスのホテルのアフターヌーンティーのよう
なしっとりした口触りになるレシピを伝授いたします。焼き
たてのスコーンズにジャムとクロテッドクリームを合わせて
紅茶とともに楽しみます。

●日本紅茶協会認定ティーインストラクター、
　食空間プロデューサー
　Table&Styling主宰 山野 舞由未
●3月6日（月）13：00～15：00　●8,250円（1回／教材費込）

ライフスタイル
春の訪れを告げるアーティフィシャル
フラワーのイースターアレンジメント

イースターはキリストの復活と春の到来を祝うお祭り。日本でも広がりつつあるイー
スターを春のアレンジメントに取り入れてみませんか？アレンジメントはテーブル飾
りやリースとして楽しめます。簡単なイースターエッグの作り方もお伝えいたします。

●フラワーデザイナー、「葡萄の花」主宰 田中 志麻
●3月28日（火）14：00～15：30　●15,400円（1回／教材費込）

ライフスタイル 草 花 枝

季節の素材を用い、個々の感性感覚を引きだすレッスン「ミモザのフライン
グオブジェ」。自由に伸びやかに草花枝と戯れましょう。

●Flower decorator sakurako
●3月14日(火) 10：30～12：00　●11,000円（1回／材料費込）

クラフト school of jewelry making

ジュエリーブランド「hum」がプロデュースする彫金教室「WORKSHOP 
NANOKAWA」による講座。講座2〜4回目はアトリエでリング制作、貴
重なカラーストーンの石留めまで体験していただきます。

●hum職人 小野 誠
●第2・4（日）14：00～16：00　●19,800円（2ヵ月・4回／材料費別）



※新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまにお見舞い申しあげます。諸般の事情により営業日・営業時間が変更となる場合がございます。電話ま
たは、公式ホームページにてご確認ください。※価格はすべて税込みです。※学 IWATAYAは会員制です。（公開講座を除く）※最低受講人員に達しない
ときは、講座を中止または延期することがあります。

◇ 講座のお申込みは岩田屋本店 本館7階「学 IWATAYA」にご来店の上、ご入金ください。（受付時間／午前10時〜午後7時）
◇ 学 IWATAYAは会員制です。（4,400円／1年間有効、ご本人名義のエムアイカードプラスをお持ちの方は2,200円）
◇ 講座により教材費その他の費用が発生いたします。詳しくは学 IWATAYAホームページをご覧ください。
◇ お問合せ先／092-721-1111 大代表・内線6781  

※受講料（3ヶ月前納）

講座内容やお持ちいただくもの、
教材費など全ての講座の詳細は
学 IWATAYAホームページをご覧ください。

定例講座のご案内
12月1日（木）から新規受講申込受付スタート！

万葉歌を学ぶ 東 茂美 第1・3（月）14：00 25,740円

月曜俳句 持永 真理子 第2・4（月）10：30 20,130円

天神まちなか歌会（短歌） 桜川 冴子 第4（月）13：30 11,550円

歴史・文学

中西和久に学ぶ「朗読」 中西 和久 第2・4（月）13：30 23,100円

シニアのための滑舌&
会話力アップ講座 佐久間 みな子 第2・4（土）13：30 21,450円

実 用

ジョン先生の英会話（入門） ジョン・ホフ 第2・4（月）13：30 23,100円

柳先生の韓国語会話（入門） 柳 羽羚 第2・4（日）10：30 19,800円
外国語

暮らしを彩る「紅茶時間」 山野 舞由未 第2（水）14：00 24,750円

彩りの薬膳教室 甲木 里枝 第4（金）10：30 21,450円

和菓子文化講座 藤丸 阿弥 第2（月）13：30 17,160円

食・料理

ジャズヴォーカル入門 井上 有 第1・3（土）14：50 21,450円

「やさしい声楽」～名曲を楽しむ～ 大田 朋美 第1・3（金）15：30 26,400円

はじめてのオカリナ 目瀬 恵 第2・4（金）10：30 21,450円

ジャズボーカル
ベーシッククラス

山口 葵・
轟（とどろき）かおり 第2・4（月）18：00 14,850円

ゴスペル・コーラス 貞本 正隆ほか 第2・4（木）13：00 21,450円

歌謡教室（ポップス） 福澤 誠一 第1・3（木）18：00 14,850円

クラシックギター入門 西島 みどり 第1・3（日）13：00 21,450円

龍笛入門 鬼木 剛 第2（木）16：40 16,500円

お勤め帰りの長唄三味線教室 杵屋 弥佶ほか 第2・4（金）18：30 15,840円

世界の名曲を歌う 大石 登志子 第1・3（金）10：30 21,450円

能笛教室 森田 光次 第1・3（火）15：30 21,450円

音 楽

フラワーアレンジメント 副島 三煌ほか 第2・4（木）10：30 39,600円

クリエイティブフローラル
デザイン 副島 正英 第2（土）13：30 23,100円

ライフ
スタイル

「和本」と「和綴じ」を学ぶ 倉本 優子 第1（金）13：30 12,540円

季節を楽しむお香あそび つる子 第4（火）13：30 12,540円

きもの着付教室
（本科～講師科） 平田 進代ほか 第1・3（火）15：30 24,090円

きもの着付入門教室 高田 純子 第2・4（金）13：00 24,090円

華道・池坊 佐藤 華春 第1・3（金）16：00 25,080円

華道・草月流 重田 青嶺 第2・4（水）15：30 25,080円

茶道・裏千家（立礼式） 古賀 宗公 第2・4（木）13：30 29,700円

伊賀の｢くみひも｣ 寺﨑 月美 第2・4（水）15：30 23,100円

般若心経入門 下川 秀雅 第4（水）15：30 11,550円

伝統美「日本刺繍」 手島 米子 第4（木）10：30 15,675円

伝 統と
文化

ナンタケットバスケット 新山 みどり 第1・3（水）10：30 33,000円

オリジナル・ビーズ・ジュエリー 田中 智恵 第2・4（火）10：30 23,100円

ビーズステッチ＆
ビーズ刺しゅう 今林 かずよ 第2・4（土）10：30 23,100円

淡水パール
アクセサリーレッスン くさかべ みかこ 第3（木）10：30 12,540円

戸塚刺しゅう 矢野 幸枝 第1・3（火）13：30 21,450円

北欧生まれの
「ハーダンガー刺繍」 川上 祐子 第1（木）10：30 12,540円

カルトナージュ 辻塚 雅子 第4（月）13：30 14,850円

北欧じゅうたん「ダネラ」 小宮 和子 第2・4（水）10：30 21,450円

こぎんとさしこ 高橋 桂子 第1・3（水）10：30 21,450円

編み物レッスン 木村 えりか 第1・3（木）10：30 21,450円

タティングレース 谷岡 幸子 第1（金）10：30 12,540円

はじめてのタッセルメイキング 吉田 まみ 第3（土）10：30 12,540円

手 芸
・

クラフト　

ビジョントレーニング 小松 佳弘ほか 第4（金）13：30 13,200円

「ヨガ」入門 永濱 清子 第1・3（火）10：30 21,450円

はじめてのヨガ 大島 こずえ 第2・4（月）13：30 21,450円

ヤムナ®＆ピラティス 荒木 統子 第1・3（金）13：30 22,770円

筋肉リリース・ストレッチ
（コンディショニングクラス） 上村 征二 第2・4（水）13：00 22,770円

ストレッチバレエ・エクササイズ 吉冨 朋江 第1・3（木）10：30 19,800円

ゆっくり楽しむ太極拳
～ヘルスアップタイチー～ 川原 恵子 第2・4（木）13：30 23,100円

大人からはじめる
「クラシックバレエ」（入門クラス） 長谷川 さくら 第2・4（火）10：30 19,800円

大人になって始めるバレエ 八尋 由紀 第1・3（金）10：30 19,800円

「ベリーダンス」（入門クラス） Haruhi 第1・3（日）11：45 21,450円

大人のベリーダンス YUKARI 第2・4（木）18：30 14,850円

「ラクンバ～ラテンダンス～」 ネデル 第2・4（火）13：30 19,800円

こどものクラシックバレエ教室
（3才～未就学児） 久野 由美子 第2・4（日）13：45 13,530円

はじめてのフラ（入門） 和田 真澄 第2・4（金）10：30 21,450円

健 康

暮らしをおしゃれに
「お花ワークショップ」 蓼沼 秀香 第1（土）10：30 26,400円

パリスタイルの
フラワーアレンジ入門 朝妻 亜希子 第1（水）10：30 26,070円

さよなきどりの
ドライフラワーレッスン nao 第3（水）10：30 12,540円

基礎から学ぶガーデニングサロン 石井 康子 第2（金）13：30 24,090円

自分磨きの
エレガントマナーレッスン 原田 陽子 第3（木）13：30 19,800円

ライフ
スタイル

書 道

絵 画
・

写 真

写真撮影の基本とコツ 宮田 美紀子 第2（土）16：00 11,550円

感動を紙に表現
「デッサンから着彩画へ」 厳佐 純子 第1・3（木）10：30 21,780円

初心者のための
気軽に描けるアクリル画 中野 克彦 第1・3（火）10：30 22,110円

油絵教室 川内 桂子 第1・3（土）13：30 21,780円

はじめて描く「油絵」入門 寺﨑 陽子 第1・3（月）10：30 21,780円

やさしい日本画 徳永 映子 第2・4（木）18：00 15,180円

松師古の｢心だより｣はがき絵 松師古 第3（日）14：00 13,200円

ペーパー・スクリーン版画教室 大場 敬介 第1・3（火）17：30 23,100円

水墨画 竹若 南玲 第1・3（水）13：30 21,780円

はじめての水彩画
～風景画～ 春﨑 幹太 第1・3（火）13：30 24,750円

生活に役立つ日常の書 三浦 佳代子 第2・4（火）17：30 14,850円

基礎から学ぶペン習字 阿比留 優香 第1・3（月）18：00 14,850円

日曜の朝の実用書道 松井 千翠 第2・4（日）10：30 21,450円

筆ペン・小筆書道の基礎 香之 第1（火）10：30 13,200円

月曜の朝の筆ペン・
ボールペン・小筆書道 田中 香楊 第2・4（月）10：30 21,450円

褒められ文字講座
（筆ペン・ボールペン字） 竹村 きみえ 第2・4（土）10：30 21,450円

写経教室 川上 景扇 第1・3（金）10：30 21,450円

「篆書・篆刻」入門 矢野 莱山 第1・3（月）15：30 26,400円

カリグラフィー講座 初島 さつきほか 第2（土）10：30 15,840円


