
講座名／受講料／講師 レベル コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

英
語

八木先生の大人のための英会話
受講料：16,500円
講師：八木 矩子

04265-849

第1・3月曜 全6回

10：30～12：00

1/6・20　2/3・17　3/2・1604262-849 12：30～14：00

04261-849 14：15～15：45

04260-849
第2・4木曜 全6回

10：00～11：30
1/9・23　2/13・27　3/12・26

04263-849 12：30～14：00

もっと旅を楽しむやさしい英会話
受講料：16,500円
講師：原田邦子

04268-849 月3回 金曜
 全6回

※❸は今回全5回

10：15～11：45 ❶ 11/1・15・22　12/6・13・20
❷ 1/10・17・24　2/7・14・21
❸ 3/6・13　4/3・10・1704278-849 13：00～14：30

04269-849 月3回月曜
全6回

※❶は今回全5回

10：15～11：45 ❶ 11/11・18　12/2・9・16
❷ 1/6・20・27　2/3・10・17
❸ 3/2・9・16　4/6・13・2004273-849 12：15～13：45コース番号 04268-849の❸ 

コース番号 04278-849の❸
コース番号 04269-849の❶ 
コース番号 04273-849の❶ 04274-849 月3回水曜

全6回 10：15～11：45
❶ 11/6・13・20　12/4・11・18
❷ 1/8・15・22　2/5・12・19
❸ 3/4・11・18　4/1・8・15

60歳からの楽楽シニア英会話
受講料：16,500円
講師：尾島恵子

E0653-849 毎週金曜 全6回 10：30～12：00
❶ 12/6・13・20　1/10・17・24
❷ 1/31　2/7・14・21・28　3/6
❸ 3/13・27　4/3・10・17・24

ABCから始める
60歳からの英会話
受講料：16,500円
講師：川崎雅子

E0655-849

毎週水曜 全6回

10：00～11：30

❶ 1/8・15・22・29　2/5・12
❷ 2/19・26　3/4・11・18　4/8E0656-849 13：00～14：30

E0657-849 15：00～16：30

E0658-849

毎週木曜 全6回

10：00～11：30
❶ 11/7・14・21・28　12/19　1/9
❷ 1/16・23・30　2/6・13・20
❸ 2/27　3/5・12・19　4/9・16

E0659-849 12：30～14：00

E0660-849 14：30～16：00

E0661-849
毎週火曜 全6回

10：00～11：30 ❶ 11/26　12/17　1/7・14・21・28
❷ 2/4・18・25　3/3・10・17
❸ 4/7・14・21・28　5/12・19E0662-849 12：30～14：00

ジョシュア先生の楽しい英会話
受講料：12,500円
講師：ジョシュア・ウォルターズ

04270-849
第2・4金曜 全5回

11：00～12：15
10/11・25　11/8・22　12/13

04271-849 13：00～14：15

仏
語

ゆっくり学ぶフランス語
受講料：16,500円 講師：隈元恒子 04224-849 第1・3水曜 全6回 10：30～12：00 1/15・29※第5水曜　2/5・19　3/4・18

独
語

基礎から学ぶドイツ語
受講料：16,500円 講師：小野竜史 04223-849 第3土曜 全6回 13：30～15：00 1/18　2/8※第2土曜　3/21　4/18　5/16　

6/20

旅の文化カレッジ文化カレッジ
定期講座カタログ

入会金・年会費無料 資格取得を目的としていません 旅が深まる講座をご用意

各講座、体験受講（有料）随時受付中！ 定期講座では、初めての方でもご参加できる体験受講を随時受付中です。
詳細はお問い合わせください。※一部体験受講をお受けしていない講座もございます。 事前予約制

2019年10月号
2019年9月30日発行

設定期間 2019年10月～2020年6月

クラブツーリズム主催のカルチャースクール

特に記載のない場合は新宿アイランドウイングとなります。特に記載のない場合は新宿アイランドウイングとなります。※定期講座の日程は、2019年9月現在の情報です。諸事情により変更となる場合があります。講座会場について

〈全ページ共通〉既にスタートしている講座でも途中参加が可能です。詳しくはお問い合わせください。

〈全ページ共通〉既にスタートしている講座でも途中参加が可能です。詳しくはお問い合わせください。

●講座代金・旅行代金には消費税等が含まれています。●詳しい講座内容を記載した書面を送付いたしますので、事前にご確認
の上お申し込みください。●天候・交通事情などにより、時間。場所などを変更することがあります。●「受講料」表記は特別補償
の対象外です。●担当講師は急な体調不良、その他理由により担当できない場合がございます。予めご了承ください。●講座の
内容や時間については、2019年9月1日を基準としています。※写真はすべてイメージです。

当社は、お客様から取得した個人情報は、運送・宿泊機関等の手配およびそれらサービスの受領に必要な
範囲内で利用します。総合旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責
任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱
管理者におたずねください。

歩行や視聴覚などがご不自由な方、動物アレルギーのある方、身体障害者補助犬をお連れの方、
その他特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に必ずお申し出ください。

〒160‐8308 東京都新宿区西新宿6‐3‐1 新宿アイランドウイング　［総合旅行業務取扱管理者：中村朋広］

発行日：2019年9月30日
管理番号：91488

観光庁長官登録旅行業第1693号講座および
旅行企画・実施

お申し込み時のお願い

お申し込み
お問い合わせは

テーマ旅行センター

03-5323-6822 受付時間：月～金 ９：１５～１７：３０（土・日・祝は休業） ※定期講座は一部の講座を除き、インターネットからのお申し込みを受け付けておりません。
クラブツーリズム 旅の文化カレッジ 検索

講座共通
案内事項

●最少催行人員：10名（★の一部講座を除く）
●最少受付人員：1名 
●会場：新宿アイランドウイング（一部講座を除く）

※講座は原則、継続開催中のため記載日より早く受講できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※お申し込み受付後に講座内容を記載した書面をお送りします。
※受講料とは別に教材費が必要な講座があります。詳細はお問い合わせください。
※回数・受講料はスケジュールの都合上、変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。

重要 クラブツーリズム「旅の文化カレッジ」講座受講に関するお約束 お申し込みの際には、この案内を
必ずお読みください

受講お申し込み 講座内容・日程の変更・休講

受講のお取り消し

受講上のお願い

個人情報の取り扱いについて

受講料について

体験受講

◆各講座とも満員になり次第、締め切ります。
◆受講者が一定数に達しないときは講座を中止または延期する場合があります。
◆お申し込みいただきましたお客様には、パンフレットを送付させていただきます。パンフレットの表
記は旅行の申込書に準じた形式になっておりますが、講座に置き換えて解釈していただきますよう
お願いいたします（例：出発日→受講日、旅行代金→受講料等）。また定期講座の場合、出発日（受講
日）は講座の最終日（1日講座の場合は開講日）を表記しています。講座初日ではありませんのでご
注意ください。

◆やむを得ない事由により、内容・日程の一部変更、代替の講師による開講となる場合があります。
◆講師の病気、交通機関のストや天災地変のため、やむを得ず休講する場合があります。
◆講座開講日にもかかわらず授業開始後30分間、遅刻・欠席等の連絡がないまま、お客様が0名の　
ときは講座を中止させていただきます。その際の講座受講料はご返金いたしません。
※回数・受講料はスケジュールの都合上、変更になる場合があります。

◆講座初日の前日より起算して7日前以降に、お客様の都合により受講を取り消しまたは変更された
場合には取消料として受講料の100％を申し受けますのでご注意ください。
◆ツアーの場合は、別にお送りする当社旅行業約款の旅行条件によります。

◆著しく講座の雰囲気を乱すおそれのある方は、受講をご遠慮いただく場合があります。特に許可　
した講座以外での録音および撮影はご遠慮ください。
◆「旅の文化カレッジ」企画・実施講座は、当社旅行業約款に定める特別補償保険の対象になりません。

◆講師、受講者の住所や電話番号など個人情報は、個人情報保護法の観点からお教えできません　
のでご了承ください。

◆入会金・年会費は特にございませんが、受講料は受講期間分を事前（講座初日の前日より起算して10日前）
に入金していただきます。お客様都合の欠席の場合でも、受講料のご返金はございません。ただし、弊社
クラブツーリズムの旅行に参加するために欠席をする場合は、該当開催日の受講料を減額いたします。
◆受講料のほかに教材費、テキスト代、コピー代などを別途、徴収させていただく場合があります。
◆講座の場合、集合場所までの交通費は各自でご負担していただきます。
◆野外実習時の交通費・入園料・拝観料は各自払いとなります。
◆開催場所、講座内容によっては、万一の場合に備えて傷害保険に各自でご加入いただくことをおすすめします。
◆お客様都合による欠席の場合、受講料の返金はございません。

◆体験受講は原則、定期講座のお客様と一緒に受講していただきます。
◆体験受講の当該クールを継続希望の方は、参加可能日より最終日までの受講料を頂戴いたします。
※参加可能日から最終日までの間で、お客様都合の欠席をされる場合でも、受講料のご返金はござ
いません。 ※受講料とは別に教材費が必要な講座があります。詳細はお問い合わせください。

各講座、体験講座（有料）を随時受付中！（事前予約制） 定期講座では、初めての方でもご参加いただける体験受講を随時受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。

語学は講師との
相性・レベルも様々です。
まずは体験受講を
おすすめします（有料）。

これから始めてみたい方
これから始める方、久しぶりに始めたい方対象。気後れすることなく、のびのびと進めます。まずは、外国語の音になれましょう。

簡単な言葉で積極的に話したい方
語学の基礎固めをしながら積極的に話す力、聴く力を養成するクラス。会話に必要な熟語もたくさん学びましょう。
自分の意思を伝えることができるようになりたい方
伝わる楽しさを実感することが目標のクラス。日常生活の簡単な会話において、自分の思いを伝えられるようになりましょう。

外国語の基礎固めをしたい方
歌、ゲームなどで語学への興味を引き出し、初級クラスへ移行するためのクラス。だんだん短い会話ができるようになりましょう。

やさしい 入門

入門

入門

入門

入門

入門

入門

基礎

基礎

初級

初級

中級

初級

中級

基礎

難しい

※ の講座は、新規でお申し込みの場合、テキスト代が別料金となります（1冊2,000～3,000円程度）。 ※ の講座は、初心者向けとなります。

受講料：13,750円
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語
学

語学のレベル
について

【語学講座共通の目安】

入門

基礎

基礎

基礎

基礎

基礎

基礎

初級

初級

初級

初級

初級

講座名／受講料／講師 コース番号 場所 曜日・回数 時 間 開催日

川井みら先生のやさしい
「カラオケ講座」

受講料：15,000円
講師：川井みら

E0602-849
赤坂

第2・4土曜 全6回
13：30～15：00

10/12・26　11/9・30※第5土曜　12/14・21※第3土曜

E0604-849 第2・4水曜 全6回 9/11・25　10/9・23　11/13・27

カラオケ歌謡教室
受講料：15,000円
講師：樋口義高

コース番号 E0614-849
受講料：18,000円

コース番号 E0619-849
受講料：12,500円

E0610-849 赤坂 第1・3月曜 全6回 13：00～14：30 10/7・21　11/4・18　12/2・16

E0611-849 赤坂 第2・4木曜 全6回 13：30～15：00 8/8・22　9/12・26　10/10・24

E0612-849 赤坂 第1・3火曜 全6回 13：00～14：30 10/1・15　11/5・19　12/3・17

E0614-849 赤坂 第1・3水曜 全6回 13：00～14：30 10/2・16　11/6・20　12/4・18

E0615-849 赤坂 第2・4水曜 全6回 13：00～14：30 10/9・23　11/13・27　12/11・25

E0616-849 赤坂 第1・3金曜 全6回 15：00～16：30 10/4・18　11/1・15　12/6・20

E0617-849 赤坂 第2・4金曜 全6回 13：00～14：30 10/11・25　11/8・22　12/13・27

E0618-849 赤坂 第1・3土曜 全6回 13：00～14：30 10/5・19　11/2・16　12/7・21

E0619-849 赤坂 第2・4土曜 全5回 13：00～14：30 10/26　11/9・23　12/14・28

カラオケ歌謡教室 E0632-849 赤坂 第1・3金曜 全6回 13：00～14：30 10/4・18　11/1・15　12/6・20

ギターの演奏で歌う
懐かしのポップス

受講料：12,500円
講師：ハジメ E0600-849 赤坂 第1・3土曜 全5回 11：15～12：45 9/7・21　10/5　11/2・16

英語で歌おう 懐かしのポップス 受講料：15,000円
講師：隅川真里 E0637-849 赤坂 第2・4木曜 全6回 13：00～14：30 8/8・22　9/12・26　10/10・24

※カラオケ講座の会場は、赤坂：カラオケ館 赤坂店となります。会場の詳細はお申し込み後に書面にてご案内します。

カ
ラ
オ
ケ

受講料：15,000円
講師：笛木健治

コース番号 E0614-849

10名限定

イメージ

講座名／受講料／講師 コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

いけばな 小原流 受講料：14,000円 講師：森重幽花 41402-849 月2回土曜 全6回 10：30～12：30 1/18・25　2/8・22　3/14・28

いけばな 草月流 受講料：17,500円 講師：宮本治子 41406-849 第2・3・4金曜 全8回 13：00～14：30 1/10・17・24　2/14・21・28　3/13・27

※いけばな講座は、教材費が別料金となります（各回2,000円程度）

い
け
ば
な



「旅の文化カレッジ」公式Face book・ツイッターを開設!おすすめ講座や最新情報を随時発信中！！

Twitter Facebooktwitter.com/ct_bunkacollege スマートフォンからQRコードでご覧いただけます
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

お申し込み
お問い合わせは 03-5323-6822 受付時間：月～金 ９：１５～１７：３０（土・日・祝は休業） ※定期講座は一部の講座を除き、インターネットからのお申し込みを受け付けておりません。

クラブツーリズム 旅の文化カレッジ 検索

〈全ページ共通〉既にスタートしている講座でも途中参加が可能です。詳しくはお問い合わせください。

　　　【定期講座共通条件】●最少催行人員：10名（★の一部講座を除く）●最少受付人員：1名 ●会場：新宿アイランドウイング（一部講座を除く）

講座名／受講料／講師 コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

フ
ラ
ダ
ン
ス

竹内眞美先生の
フラダンスレッスン

受講料：12,500円
講師：竹内眞美 E0691-849 第2・4土曜 全5回 12：30～14：00 10/5※第1土曜・26　11/9・30※第5土曜　12/14

カプアフアリ真希先生の
フラダンスレッスン

受講料：15,000円
講師：カプアフアリ真希 E0692-849 第1・3金曜 全6回 15：15～16：45 10/4・18　11/1・15　12/6・20

　
　（
フ
ラ
ダ
ン
ス
、カ
ン
ト
リ
ー
ラ
イ
ン
ダ
ン
ス
、

　
　  

社
交
ダ
ン
ス
他
）

カントリーラインダンス 受講料：12,000円
講師：RIKA 04355-849 第2・4木曜 全6回 14：00～15：30 10/10・24　11/14・28　12/12・26

世界のフォークダンスを楽しもう 受講料：9,000円
講師：武井徹 04332-849 第1・3金曜 全6回 12：45～14：45 9/6・27※第4金曜　10/4・18　11/1・15

社
交
ダ
ン
ス

ひとつき4回1種目の集中レッスン 受講料：10,000円
講師：杉崎ひろし 04343-849 毎週水曜 全4回 13：30～15：30

❶〈クイックステップ＆ジルバ〉
　 9/25　10/2・9・16
❷〈チャチャチャ＆マンボ〉10/23・30　11/6・13
❸〈ワルツ＆ウインナワルツ〉
　 11/20・27　12/4・11
❹〈ジャイブ＆ジルバ〉12/18・25　1/8・15

もう一度基本から学ぶ 社交ダンス 受講料：8,000円
講師：宮原教子 04285-849 毎週火曜 全4回 10：30～12：30

❶〈サンバ〉10/1・8・15・29
❷〈ワルツ〉11/5・12・19・26
❸〈ルンバ〉12/3・10・17・24

江戸芸かっぽれ 受講料：15,000円
講師：桜川寿々慶 04287-849 第1・3土曜 全6回 9：45～11：15 10/5・19　11/2・16　12/7・21
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講座名／受講料／講師 コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

オペラでめぐるヨーロッパ 受講料：2,800円（各回）
講師：堀内修 04196-849 月1回第2木曜 13：30～15：30 10/10　11/14　12/12※1月以降についてはお問い合わせください。

ヨーロッパ雑学講座 受講料：2,500円（各回）
講師：小宮正安 04197-849 月1回月曜 13：30～15：00 10/7　11/18　12/2

※1月以降についてはお問い合わせください。

西洋美術史講座 受講料：3,500円（各回）
講師：木村泰司 E0575-849 月1回第4月曜 13：00～15：00 10/28　11/25　12/23　1/27　2/24　3/23

はじめての仏像講座 受講料：2,800円（各回）
講師：坂原弘康 41090-849 月1回第2金曜 14：00～15：30 11/8　12/13　1/10　2/14　3/13

楽しい
江戸学びあるき講座（座学）

受講料：2,700円（各回）
講師：三宅あみ 41498-849 月1回第1土曜 10：30～12：00 10/5　11/2　12/7　1/4　2/1　3/7

冬木先生の俳句教室 受講料：16,500円
講師：冬木喬 04330-849 第3金曜 全6回 13：00～15：00 1/17　2/21　3/13※第2金曜　4/17　5/15　

6/19

仏教経典から学ぶ 受講料：8,500円
講師：霜村叡真 41463-849 第4土曜 全3回 13：30～15：00 1/25　2/22　3/28

はじめての朗読教室 受講料：16,500円
講師：桑原美由紀 41465-849 第1・3木曜 全6回 14：00～16：00 1/16・30※第5木曜　2/6・20　3/5・19

声優・平野正人のたのしい朗読 受講料：16,500円
講師：平野正人 E0669-849 第2・4金曜 全6回 15：00～16：30 1/10・24　2/14・28　3/13・27

開運 九星気学 受講料：18,000円
講師：前畑圭杜 04303-849 第2土曜 全6回 14：00～15：30 10/12　11/9　12/14　1/11　2/8　3/14

タロット占い 受講料：13,500円
講師：長谷美稀子

04302-849
土曜 全5回

11：00～12：30
1/25　2/22　3/28　4/25　5/23

04300-849 13：30～15：00

よくわかる楽しい手相塾
受講料：3,300円
資料代別料金500円（各回）
講師：亜依苺実（あいまいみ～）

04305-849
月1回第3金曜

10：30～12：00 10/18　11/15　12/20　1/17　2/21　
3/27※第4金曜04306-849 13：30～15：00

コントラクトブリッジ 受講料：13,000円
講師：吉沢典子 04229-849 月2回月曜 全6回 14：00～16：30 ❶ 11/18・25　12/2・16　1/6・20

❷ 2/3・17　3/2・16　4/6・20　

吉方位で分かるツキを呼ぶ
旅先の選び方講座

受講料：12,000円
講師：吉方位ナビゲーター 詩織

41496-849
月1回木曜 全4回

10：30～12：30
12/19　1/23　2/20　3/19

41491-849 13：30～15：30
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講座名／受講料／講師 コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

おしゃれ文字で季節のカード 受講料：18,000円
講師：さとだてゆめこ 04277-849 第3火曜 全6回 14：30～16：30 10/15　11/19　12/17　1/21　2/18　3/17

アラビア書道 受講料：16,500円
講師：山岡幸一 04326-849 第2・4土曜 全6回 13：30～15：30 1/11・25　2/8・22　3/14・28

書で学ぶ小倉百人一首の世界 受講料：14,000円
講師：小林白藍 41438-849 第2金曜 全3回 14：00～15：30 1/10　2/14　3/13

かな書道・かな条幅書道 受講料：12,000円
講師：斎藤真澄 41443-849 第2・4水曜 全5回 16：00～17：30 1/8・22　2/12・19※第3水曜　3/18※第3水曜

※書道講座は、受講料の他に教材費（別料金）がかかります。料金はコースによって異なりますので、詳細はお問い合わせください。
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道

講座名／受講料／講師 コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

杉野宣雄のフォトはな講座（注） 受講料：10,000円講師：鈴木悦子 41400-849 第2火曜 全5回 14：00～16：00 7/9　9/10　10/8　11/12　12/10

プチポアンと欧風刺繍 受講料：10,500円
講師：北嶋順子 41482-849 第1月曜 全3回 10：30～12：30 ❶ 11/11※第2月曜　12/2　1/6

❷ 2/3　3/2　4/6

日本刺繍 受講料：16,500円
講師：秋山博美

41483-849
第1・3水曜 全6回

10：30～13：00
1/15・29※第5水曜　2/5・19　3/4・18

41484-849 14：00～16：30

アメリカン＆ハワイアンキルト
受講料：8,400円 講師：金山晴美 E0684-849 第3土曜 全3回 13：00～15：30 10/19　11/16　12/21

E0687-849 第2・4水曜 全5回 13：00～15：30 10/9・23　11/13・27　12/11受講料：14,000円 講師：金山晴美

ハンドメイドジュエリー
ビーズ・ステッチ

受講料：14,000円
講師：周藤紀美恵 E0686-849 第3火曜 全4回 13：00～15：00 9/17　10/15　11/19　12/17

プリザーブドフラワー
アレンジメント

受講料：16,500円
講師：神成美和子 04298-849 第2土曜 全6回 10：30～13：30 1/11　2/8　3/14　4/11　5/9　6/13

※創作手芸講座は、受講料の他に教材費（別料金）がかかります。料金はコースや製作品によって異なりますので詳細はお問い合わせください。
（注）杉野宣雄先生監修の押し花アートを学ぶ講座です。
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講座名／受講料／講師 コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

スナップ写真から描く
水彩・風景画

受講料：16,500円
講師：柴田光枝

04248-849
第1・3火曜 全6回

10：30～12：30
1/7・21　2/4・18　3/3・17

04247-849 13：30～15：30

油絵・風景画 受講料：18,000円 講師：伊東啓一 41431-849 第2・4水曜 全6回 10：30～12：30 10/9・23　11/13・27　12/11・25

デッサン 受講料：16,500円 講師：遠藤力 41424-849 第2・4水曜 全6回 13：30～15：30 1/8・22　2/12・26　3/11・25

ボタニカルアート（植物画） 受講料：16,800円 講師：石川美枝子 41426-849 第2・4金曜 全6回 10：30～12：30 1/10・24　2/14・28　3/13・27

水墨画 受講料：18,000円 講師：池田聖雲 41427-849 第1・3火曜 全6回 10：30～12：30 10/1・15　11/5・19　12/3・17　

水彩画 絵の描き方
「旅画教室」 受講料：15,000円 講師：平瀬卓史 E0681-849 第2・4木曜 全6回 10：30～12：30 10/10・24　11/14・28　12/12・26

初めての絵手紙 受講料：12,600円
講師：中尾寿子

E0682-849
月2回火曜 全6回

10：30～12：00
10/1・29　11/12・26　12/10・17

E0673-849 13：00～14：30

絵
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講座名／受講料／講師 コース番号 曜日・回数 時 間 開催日

イタリアの歌を楽しむ
カンツォーネ 受講料：15,000円 講師：澤田理絵 04312-849 第1・3水曜 全6回 10：00～11：30 10/2・16　11/6・20　12/4・18

イタリアの歌を楽しむ
アリア・歌曲 受講料：18,000円 講師：澤田理絵 04313-849 第1・3水曜 全6回 13：00～14：30 10/2・16　11/6・20　12/4・18

和胡弓 受講料：15,000円
講師：佐藤美穂 04239-849 第2・4金曜 全5回 12：30～14：00 10/11・25　11/8・22　12/13

バクさんのうたごえ教室 受講料：1,700円（各回）
講師：バクさん E0621-849 月1回 第1木曜 14：00～16：00 10/3　11/7　12/5 ★最少催行人員：30名

横山先生のうたの広場　 受講料：1,800円（各回）
講師：横山美千子 E0630-849 月1回 第4水曜 14：00～16：00 10/23　11/27　12/25 ★最少催行人員：20名

ウクレレ講座
E0627-849

第1・3土曜 全6回
14：30～15：40

1/11※第2土曜・18　2/1・15　3/7・21
E0628-849※ 13：00～17：10

ボイストレーニング 受講料：19,500円 講師：小川雄亮 E0601-849 第1・3火曜 全6回 14：00～15：30 1/7・21　2/4・18　3/3・17

響きのある歌声で
ハーモニーを体感しよう! 受講料：19,500円 講師：足立さつき 41450-849 月2回火曜 全6回 14：00～16：00 1/14・28　2/4・25　3/17・31

※E0628-849「ウクレレ講座」は、レベルにより開講時間が3パターンあります。❶13：00～14：10 ❷14：30～15：40 ❸16：00～17：10クラス編成・時間割は、弊社講師に一任いただきます。
また、初回のみ教材費（5,000円程度）がかかります。 ※コース番号E0621-849「バクさんのうたごえ教室」は歌集代が別料金となります（レンタル100円・販売900円）。
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継続
受講料：16,500円
講師：ウクレレ★パラダイス講師陣

講座名／講師 コース番号 曜日・回数 講座名／講師 コース番号 曜日・回数

きれいな写真を一眼で
講師：デジカメボランティア会 04241-849 第2・4水曜 全6回 初歩の一眼レフ写真教室

講師：柳本昌寿 E0675-849 第2・4月曜 全6回

街を歩きながら家並みと風景を撮る
講師：渡辺圭三 04319-849 第2・4木曜 全6回 風景写真セミナー

講師：柳本昌寿 E0676-849 第1・3月曜 全6回

素敵な都会風景を撮ろう
講師：浜口哲 41092-849 第1・3火曜 全6回 ミラーレス一眼カメラ講座

講師：野口正雄 E0677-849 第1・3土曜 全6回

やさしく学ぶ写真教室
講師：小川清美 E0672-849 月2回水曜 全6回

写
真

※写真講座は「座学」と「実習」に分かれます。詳しい内容の掲載を割愛しているため、当パンフレット
からの直接のお申し込みができません。内容や日程についてはお問い合せください。
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