
受講手続きは事前にお済ませください。
当日入金は受講料に２2０円（税込）を
加えた金額で承ります。

朝日カルチャーセンター

電　話
受付時間 10:00～18:00

（日、祝日を除く）

お電話、またはWEBで！受講の
お申し込みは 092-431-7751☎

入会不要の特別講座です

検索朝日カルチャー　福岡https://www.asahiculture.jp/fukuoka

● 入会金：5,500円（税込）。70歳以上と高校生
　 以下、 障害のある方は無料。大学生は半額です。

● 受講料は振込もできます。
　 ゆうちょ銀行： 記号017109 番号45473
　 福 岡 銀 行： 博多駅前支店 普通 161254

● ご希望の方には全講座を掲載したパンフレット
　 を無料でお送りします。

10月 新規スタート！

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル8階fk9asacul@asahiculture.comFAX E-mail092 - 412-8571

福岡教室 講座案内
AUTUMN & WINTERAUTUMN & WINTER

冬秋 2022.10～2023.3

https://www.asahiculture.jp/fukuoka

お申し込み・お問い合わせは 092-431-7751☎
教室は博多駅前 検索朝日カルチャー　福岡

2022年9月末まで

ほかにも講座はたくさん！

今なら入会金 半額!
詳しい講座パンフレット 無料でお送りします

めぶき先生

アートリンガル外語学院講師

会員 3ヵ月（12回分）29,040円

毎週金曜
18:15～19:05

Berube Danny（ベルベ  ダニ）

　フランス語が初めての方対象です。憧れのフ
ランス語を一緒に始めるチャンス！挨拶から始め
て、文法や発音を学んでいきます。楽しいベルベ
先生と一緒にレッスンしませんか。

はじめてのフランス語
入門

CCS英会話スクール

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第1・3土曜 10:30～12:00
講師陣

　昔習った英語をしっかり学び直したい方、実
践で使えるようになりたい方。月に２回、時事
ニュースを課題として、ネイティブの先生と英会
話・グラマーをバランス良く学んでいきます。

サタデーレッスン
～英語でReading,Ｗriting and Discussion

元FM福岡アナウンサー

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第1・3水曜 19:00～20:30
村元　陽一

　初対面の人とでも30分は楽しく会話ができる
会話テクニックをはじめビジネス、就活、婚活など
あらゆる機会で役に立つプレゼン力、スピーチ
力、ディベート力等を磨きます。

コミュニケーション力を
高める話し方講座

ヴォーカリスト

会員 3ヵ月（6回分）14,388円
第2・4木曜 15:00～16:30
海江田　千晶

　ジャズ、ポップス、ボサノヴァ、 映画音楽など幅
広いジャンルから選曲します。長く継続することで
読譜など最低限必要な音楽の基礎や、英語の
発音に関するコツも習得できるようになります。

初心者のための
ヴォーカルレッスン

デザインサポートシステム主宰

会員 2,750円、一般 3,520円

12月5日、2月20日（月）
10:00～12:00

浅野　英二

　季節の草花、旬の野菜や果物など、生活を彩
る植物たちを、自分の好きな表現で描いてみませ
んか。

あなたも描けます！
身近な植物をハガキ絵に

日本声磨き普及協会インストラクター

会員 2,750円、一般 3,520円
9月26日（月） 15:00～16:30
高田　めぐみ

　正しい呼吸でしっかりと声を出す声磨き®は、脳
の活性化やアンチエイジングの副次効果が認め
られています。声の悩みを解消することで人との
会話が楽しくなり、心も体もイキイキ元気に！

のどを鍛える
「健康声磨き®講座」

アヂヴィーニョ尚煕代表

会員 2,750円、一般 3,520円
12月10日（土） 15:30～17:00
谷口　尚煕

　２０２３年は癸卯年。自分自身にとってどのよう
な１年になるか調べてみませんか。生年月日から
未来を調べる「四柱推命」で、１年のテーマや吉
凶を知り、充実した年を迎えるチャンスに。

２０２３年の私の運勢を知る！
～四柱推命１日講座

九州大学教授

会員 2,750円、一般 3,520円

11月26日（土）
13:00～14:30

堀　賀貴

　ポンペイにおける日本隊の発掘調査にも加
わり、30年にわたって現地調査を行ってきた講
師が、ポンペイの住まいについて解説します。写
真や図版を手がかりにリアルに読み解いていき
ます。

ポンペイの都市生活
古代マヤ暦占術研究家

会員 3,300円、一般 4,070円

10月2日（日）
13:30～15:00

弓玉（ミロク）

　古代マヤの人々は、「精妙な暦システム」をもっ
ていました。マヤ暦のトナルポワリ暦をつかって、
自分の誕生からマヤのデイサインや型を見いだす
学びをします。

古代マヤ暦・生命樹占いで自分を知ろう
～古代マヤ文明の叡智に学ぶ

佐賀女子短期大学名誉教授

会員 2,750円、一般 3,520円

10月4日（火）
13:00～14:30

横尾　文子

　明治37年、白秋の親友・白雨が自刃した。筆
名を「白」でお揃いにした中島鎮夫。柳河に誕生
した「白秋」「白雨」の内実を、久保節男氏や原武
哲氏の優れた資料調査研究に従って紹介する。

北原白秋　没後８０年の
<落穂拾い>

久留米連合文化会会員

会員 2,860円、一般 3,630円（教材費500円）
11月29日（火） 13:00～15:00
西川　扶美

　やさしい色使いの絵に、こころの声を添えた
「心だより」。来年の干支「卯」に新年の挨拶を添
えて、手描きならではの味わいのある年賀状を送
りましょう。

絵も書も手書き年賀状

水引講師　

（1回分）会員 2,860円、一般 3,630円（材料費別）

11月29日（火） 13:00～15:30
12月18日（日）   9:45～12:00

ヨシダ  シノブ

　水引を使って、季節の小物や着物だけでなく洋
服にもあうアクセサリーを作ってみませんか。11月
は「ミニ苔玉のお正月飾り」、12月は「藁から綯う
しめ縄」の予定です。

水引アート

歌人

会員 2,970円、一般 3,740円

11月1日（火）
15:30～17:00

小島　ゆかり

　〈作る〉ことと〈読む〉ことは、作歌の両輪です。
今回はさまざまな作品を対象に、〈作る〉楽しみと
〈読む〉楽しみ、両方あってこその歌の魅力につい
てお話しできればと思います。

歌を作る・読む

日本脚本家連盟九州支部長

会員 2,860円、一般 3,630円

11月14日（月） 
15:30～17:00

香月　隆

　オッペケペー節で一世を風靡した興行師川上
音二郎とその妻貞奴。ともに「一番大好き人間」
でした。二人が次々と一番乗りをはたしていった
破天荒な人生劇を振り返ってみましょう。

一番大好き人間～
オッペケペー節の川上音二郎

消しゴムはんこ作家　

会員 3,080円、一般 3,410円（教材費500円）

11月18日（金）
10:00～12:00

髙木　孝子

　消しゴムはデザインカッターで簡単に彫れます。
彩色も濃淡やぼかしなど様々に表現することがで
きます。彫って楽しい、押して楽しい、消しゴムはん
こを始めませんか。

消しゴムはんこの年賀状
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福岡県美術協会正会員・理事

（2回分）会員 5,280円、一般 6,820円
10月29日、11月12日（土） 13:00～15:00
矢野　萊山

　好きな言葉や名前など、ご希望の文字を篆書
体で石に彫り、オリジナルの印を作ってみません
か。デザイン性のある収蔵印を作って、自分の持
ち物に押すのもいいですね。

自分で彫る！ 雅印 収蔵印

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

文化と観光が結びつくとき
九州大学大学院地球社会統合科学府提携講座

　近年、文化資源を観光に活用す
ることが強く求められるようになりま
したが、文化と観光が結びつくと
き、どのような現象や影響があらわ
れたのか、実例を素材としてお話し
します。

魏志倭人伝の国々２
―東アジア考古学から学ぶ―
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種麹本舗　椛島商店

会員 2,420円、一般 2,750円（材料費別）

11月27日（日） 
11:00～13:30

椛島　雅子

　毎日の食卓に欠かせない味噌。手作りの麹を
ふんだんに使った昔ながらの味噌の作り方を伝
授します。甘酒は全く砂糖を使わず、麹の自然の
甘味たっぷりです。

無添加手作り味噌＆甘酒教室

羊毛フェルト講師

会員 5,170円、一般 5,830円（材料費5,600円）
11月29日（火） 12:30～16:30
hikaru

　ふわふわの羊毛と専用のニードルでプードル
をつくりましょう。壁掛けにもできるフレーム型で
す。帽子とチャームをつけてクリスマス用に仕上
げます。

羊毛フェルトでプードル
（フレーム型）をつくろう

筆文字アーティスト

会員 2,750円、一般 3,520円
11月29日（火） 13:00～15:00
し乃

　前から習いたいと思っている、苦手だけどキレイ
に書いてみたい…。日頃の自分らしい字を活かし
て書を楽しんでいただけたらと思います。（写真は
受講生の作品です）

筆文字アート  １日体験

福岡女学院大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
10月31日（月） 10:00～12:00
東　茂美

　「久方の月の桂も折るばかり家の風をも吹かせ
てしがな」。菅原道真が元服の日を迎えた夜に、
母（伴真成の娘）がうたった祝いの歌。「大いに才
名を発して、我が家の名をあげてほしい」。

「月」を詠う
ー菅原道真の雪月花ー

「西の京山口」の誕生 伊藤幸司（九州大学大学院地球社会統合科学府教授）
ヒマラヤと福岡の山岳観光をフィールドワークする 古川不可知（九州大学大学院地球社会統合科学府講師）
ラジオが育てた除夜の鐘 平山昇（神奈川大学国際日本学部准教授）
博多ドンタクの近代史―なぜ日程の変更が繰り返されたのか？― 平山昇
中国の少数民族観光 長谷千代子（九州大学大学院地球社会統合科学府准教授）
文化財・遺跡の観光化について 田尻義了（九州大学大学院地球社会統合科学府准教授）

１０月１日
１１月５日
１２月３日
  １月７日
  ２月４日
  ３月４日

　相対的な眼で理解する
ため、広く東北アジアの
地域にも目を向け、最新
の知見を交えて魏志倭人
伝の世界について考えて
みます。

20世紀のフランス文学
ーカミュ『異邦人』ー
　アルベール・カミュの『異邦人』を
６ヶ月かけて読んでいきます。翻訳を読
みながら、必要に応じて原文のニュア
ンスや作品の背景を解説します。

　開業150年を迎えた
日本の鉄道。人々の暮
らしや希望を運んだ鉄
道の歴史を、全国有数
の鉄道雄県たる福岡県
の視点から学んでいき
ます。

鉄道150年
～夢と暮らしを運んだ福岡の鉄路

学び直しの大人のための
高校世界史
　世界史は日本とは異なる世界各地
域の様相を知ることができる、面白い
分野です。第一次世界大戦以降の
世界の展開をお話しします。

恋するクラシック
～ボイストレーニング

くずし字で『源氏物語』を読む
－「桐壺」の巻－

　赤とんぼ、花、ローレライなどの童
謡唱歌や抒情歌を楽しく歌っていき
ます。体の中からしっかり声を出しま
しょう！

　『源氏物語』をくずし字によって
読み進めます。宮内庁書陵部蔵青
表紙本を用い、「桐壺」の巻から順
を追って読み進めます。

サボリ筋トレーニング
～サボリ筋を鍛えて美脚＆関節痛予防

　今あまり使えてい
ない筋肉を鍛えるこ
とで、使い過ぎてい
る筋肉との差を解
消し、関節を正しい
位置に戻すトレーニ
ングを行います。10
月1日に開講前の
お試し講座。

東アジア世界秩序の変容と
日本の形成ー漢から唐へ～
　日中歴史共同
研究という試みで
の報告に拠りなが
ら、志賀島の金印
から遣唐使の時
代に至る東アジア
世界秩序の変遷
について話します。

ドイツ歴史紀行
―都市と城塞―
　ドイツ各地の魅
力ある都市と城塞
を旅して、中世か
ら現代に至るドイ
ツの歴史の一般
性と多様性を見て
いきます。

それでも気ままに
音楽史Ⅷ
　まだまだ懲りず
につづけることに
なりました。例に
よって気ままに、
硬軟とり混ぜまし
て並べてありま
す。初参加もお待
ちしております。

◆福岡教育大学名誉教授 長野　俊樹
◆１０～３月・第２・４土曜 １０：００～１２：００
◆会員 3ヵ月（６回分）16，038円

◆九州大学名誉教授 神寳　秀夫
◆１０～３月・第2・4木曜 10：3０～12：0０
◆会員 3ヵ月（6回分）15,840円

◆九州大学名誉教授 川本　芳昭
◆１０～３月・第1・3火曜 10：3０～12：0０
◆会員 3ヵ月（6回分）16,500円

◆関節痛改善専門パーソナルトレーナー 亀谷　一広
◆11～3月・第1土曜 １０：３０～１２：００
◆会員 5ヵ月（5回分）13，750円

◆声楽家
　渋谷　ちか
◆１０～３月・第２・４月曜
　１３：４０～１５：１０
◆会員 3ヵ月（6回分）15，048円

◆九州大学名誉教授
　辛島　正雄
◆１０～３月・第２・４火曜
　１３：３０～１５：００
◆会員 3ヵ月（6回分）15，840円

◆西南学院大学・福岡大学非常勤講師
　丹後　享
◆１０～３月・第2・4月曜
　10：3０～12：0０
◆会員 3ヵ月（6回分）15,840円

◆九州大学基幹教育院
　非常勤講師 
　安藤　智子
◆１０～３月・第4月曜 
　14：0０～15：3０
◆会員 3ヵ月（3回分）8,250円

◆九州歴史資料館学芸員 渡部　邦昭
◆１０月２０日、１１月１７日、１２月１５日（木） １４：３０～１６：００
◆会員 3ヵ月（3回分）8,580円
　（1回ずつ受講の場合）会員 3,410円、一般 3,740円

◆福岡大学人文学部准教授 古澤　義久
◆１０～３月・第2土曜 ※１０月は第４土曜 13：0０～14：3０
◆会員 6ヵ月（6回分）16,500円
　（1回ずつ受講の場合）会員 3,300円、一般 3,630円

◆１０～３月・第1土曜 13：0０～14：3０
◆会員 6ヵ月（6回分）15,840円　（1回ずつ受講の場合）会員 3,190円、一般 3,520円

人間科学が捉える時間と空間 
九州大学文学部提携講座

　私たち人間を取り巻くさ
まざまな問題について、「時
間」と「空間」という切り口
からわかりやすく講義しま
す。(講師はオンラインで講
義します。教室でもオンライ
ンでも受講できます)

オンライン
講　  座

１０月15日 日本三大秘境のことばにみる「方角」の話：宮崎県椎葉村のフィールドワークから 下地理則准教授
１１月19日 ロシアのウクライナ侵攻を宗教の視点から 髙橋沙奈美講師
１２月17日 言葉を生み出す脳のしくみに脳活動の時間・空間から迫る 太田真理講師
  １月21日 距離感を生み出す脳のしくみ 光藤宏行准教授
  ２月18日 感じる「時間」の不思議 山本健太郎講師
  ３月18日 地域社会の歴史を編む、考える 遠城明雄教授 

◆１０～３月・第3土曜 13：0０～14：3０
◆会員 6ヵ月（6回分）15,840円　（1回ずつ受講の場合）会員 3,190円、一般 3,520円

作家

会員 2,750円、一般 3,520円

10月29日（土）
13：00～14：30

米本　浩二

　水俣病闘争は、どのように生まれ、全国に支
援の輪を広げていったのか。石牟礼道子と渡辺
京二の知られざるコミットを明らかにしつつ、闘
争の経緯をたどります。

水俣病闘争 
熱い時代の記憶

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

九州大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
11月29日(火) 13:30～15:00
関　一敏

　奈良時代からの「神仏習合」と幕末維新期の
「神仏分離」という二つのトピックスを入り口に、日
本の神仏についての歴史を学びます。私たちがど
う生きるべきか、ヒントを与えてくれるでしょう。

日本の神さまと仏さま
九州大学名誉教授

会員 2,860円、一般 3,630円

12月8日（木）
13:00～15:00

柴田　篤

　儒教で説く「仁」と聖書に説く「愛」とは、同じ
ものでしょうか、それとも違うものでしょうか。４００
年前、イエズス会士のマテオ・リッチは、この問
題に向き合いました。私たちも考えてみましょう。

儒教の「仁」と聖書の「愛」と
―西洋人と中国人との対話を通して―

折り紙作家　折り紙数理研究者

（３回分）会員 8,910円、一般 11,220円
第３日曜 13:30～15:30
川崎　敏和

　上級コースを超える超上級コースです。世界的
折り紙作家が新作折り紙を中心に講習します。
①菊玉②13×15長方形の奇蹟！ユニット折り紙
③カットクリスタル

福岡が誇る世界的折り紙作家による
【三つ星折り紙】



ASAHI CULTURE CENTER FUKUOKA AUTUMN / WINTER

◆受講料は「一般」と表記がないものは会員価格です。 ◆全講座が載ったパンフレットを無料でお送りします。お電話かメール、ファクスでご請求ください。 ◆すべての講座が３カ月、６カ月で終了するということではありません。 ◆　　パブリック・ビューイング形式の講座／　  オンラインで視聴可能な講座　　◆期によって講座の回数が異なる場合があります。　　◆別途教材費や交通費がかかるものがあります。PB OL
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山崎教授のツキイチ経済教室 第1水曜10:30～12:00 3ヵ月（3回分） 7,920円

講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料 講座名 曜日/時間 受講料

楽しい歌舞伎・入門編 第2土曜13:30～15:00 6ヵ月（6回分） 16,500円

時事問題から学ぶ国際関係 第2金曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 8,250円

教科書で学び直す～
大人のための高校数学

気学～自然の法則が示す
人生の道しるべ（１年コース）

第2土曜10:00～12:00

時事問題から学ぶ地政学入門 第2火曜19:30～20:40 3ヵ月（3回分） 8,250円OL
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吉田松陰『講孟余話』を読む 第3木曜13:00～15:00

第4土曜10：30～12：00

3ヵ月（3回分） 8,250円

儒教の「仁」と聖書の「愛」と 12月8日（木）13:00～15:00 2,860円／一般 3,630円

やさしく学ぶ『論語』の教え 第１・３木曜10:00～11:30 3ヵ月（6回分） 15,840円

『歎異抄』に学ぶ
―現代に生きる親鸞のことば 第１・３木曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 13,860円

早朝坐禅～自分と向き合う 第2・4月曜7:00～8:10 6ヵ月（12回分） 19,800円

原典で読むカント哲学 第1・3水曜10:30～12:00 3ヵ月(6回分) 16,500円
民衆画に学ぶ「インドの神々の物語」 第2・4火曜13:30～15:00 3ヵ月(6回分) 16,830円

日本の神さまと仏さま 11月29日（火）13:30～15:00 2,970円／一般3,740円

写経と法話～『般若心経』に学ぶ 第2・4日曜10:00～12:00 3ヵ月(6回分) 14,190円

今が気づきのチャンス 12月4日（日）13:30～15:30 3,740円／一般4,510円

3ヵ月（5回分） 13,200円
　　  ／一般 17,050円

第3土曜17:00～18:30
バッハ解剖学Ⅱ～パイプオルガンの
レクチャーコンサート

瞑想しないセッション 10月30日、12月25日、
2月26日（日）14:00～17:00 　　 (3回分) 10,890円

3ヵ月（3回分） 8,085円

ひまわり先生の「アサーション」と
「感情処理法」
～自分の気持ちを表現するために

9月3日、2月4日（土）
18:30～20:30

６つのタイプ別
コミュニケーション法

10月1日、12月3日（土）
18:30～20:30

（1回分）3,850円／一般4,620円

第4金曜13:30～15:00

第1・3土曜13:00～14:30

第1・3水曜14:30～16:00

第2・4水曜15:30～17:00

日本書紀 第1・3・5土曜10:30～12:00 3ヵ月（7回分） 17,710円
倭人伝を読む 第4木曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 8,250円
魏志倭人伝の国  々2 第２土曜13:00～14:30 6ヵ月(6回分) 16,500円

東アジア世界秩序の変容と日本の形成
ー漢から唐へ～ 第1・3火曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 16,500円

古文書から学ぶ郷土の歴史 第1・3火曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 14,520円

万葉集を学ぶ 第1・3月曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 16,500円

万葉集 第1・3金曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 15,180円
源氏物語 第2・4水曜10:30～12:00 3ヵ月（6回分） 16,500円

『源氏物語』～楽しく学ぶ平安朝文学 第1・3月曜10:30～12:00 10～12月（6回分） 15,180円
『源氏物語を読むために』 第1・3月曜10:30～12:00 1～3月（6回分） 15,840円

くずし字で読む『とりかへばや物語』 第1・3火曜13:30～15:00 3ヵ月（6回分） 15,840円

くずし字で『源氏物語』を読む
－「桐壺」の巻－ 第2・4火曜13:30～15:00 3ヵ月（6回分） 15,840円

シナリオ文芸サロン 第1・3月曜15:00～16:30 3ヵ月（6回分） 17,820円
文章塾 ～創作とエッセイの実践講座 第1・3土曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 16,500円

初めての方のための漢詩の作り方 第1・3月曜13:00～14:30 3ヵ月（6回分） 13,860円
桜川冴子の短歌教室 ～表現の扉をひらく 第2月曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 7,590円

20世紀のフランス文学
ーカミュ『異邦人』ー

第4月曜14:00～15:30 3ヵ月（3回分） 8,250円

現代短歌の実作と鑑賞 第2・4金曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 13,200円

ほっと！一句！ 第3水曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 6,930円

たのしく俳句 第2・4月曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 13,200円

句会菊月〈季題（季語）と親しむ〉 第3火曜15:30～17:30 3ヵ月（3回分） 6,930円

俳句入門 毎週月曜10:00～12:00 3ヵ月（13回分） 27,170円

日曜俳句 第4日曜10:00～12:00 3ヵ月（3回分） 6,930円

朝日句会 第2・4水曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 12,870円

谷川俊太郎の世界 ～現代詩を読む、書く 第1・3月曜13:00～14:30 3ヵ月（6回分） 15,840円

句会俳楽 ～俳句入門 第3日曜13:00～15:00 3ヵ月（3回分） 6,930円

村上春樹とその時代 第1・3土曜15:30～17:00 3ヵ月（6回分） 15,840円

『雨月物語』を読む 第2・4木曜10:00～11:30 3ヵ月（6回分） 15,180円

室町・戦国時代の史料
（古文書・古記録）を読み解く

第2・4火曜10:30～12:00 3ヵ月(6回分) 15,840円

3ヵ月(3回分) 8,250円

3ヵ月(6回分) 15,840円

3ヵ月(6回分) 15,840円

3ヵ月(6回分) 15,840円

幕末史再発見
－福岡の視点を交えながら－

『史記』から読み解く中国古代

渤海国使と遣渤海国使（2）

マルコ・ポーロが旅した
シルクロード

第2・4木曜10:30～12:00 3ヵ月(6回分) 15,840円ドイツ歴史紀行－都市と城塞－

第2・4月曜10:30～12:00 3ヵ月(6回分) 15,840円学び直しの大人のための
高校世界史

第1月曜15:30～17:00 3ヵ月(3回分) 7,260円教科書で学び直す～
大人のための高校日本史

第4土曜13:30～15:00 3ヵ月(3回分) 7,920円九州古仏拝観案内

音読のイロハ

朗読の世界を歩こう

朗読と私

言葉の表現力を豊かにする朗読

世界のお茶百科～薬用植物を探して～

『東方栄養新書』に学ぶ やさしい日常薬膳

週末占い 四柱推命
入門基礎編（６回コース）

ワインの楽しみ

アロマティックな暮らしを楽しむ

趣味と実益の園芸講座

てのひら盆栽(３回コース)

四柱推命 実践編（６回コース）

小笠原流礼法

デジカメアートワーク

岩永豊　写真塾

カメラ教室

水彩画（人物・静物）

教室で描く風景画

小さなスケッチの旅

京都・日本画

洋画入門

日曜・人物専科

ミクスドメディア

色鉛筆画～色彩を楽しむ

人物を描く～油絵・水彩

絵画を楽しむ

絵画入門～静物・自由制作

日曜絵画入門

人物デッサン

日曜アート～油絵、アクリル

はがき絵～松師古の心だより

あなたに届けたい★絵手紙

楽しい絵たより

ボタニカルアート（植物画）

わたしの一枚の絵

原田幹久の書道ゼミ・字源と書

なんでも書道～マジカル講座

書に親しむ

書に親しむ（夜）

日曜ペン習字～ペンや筆ペンで

漢字書道～基本から作品つくりへ

基礎から学ぶ実用の書

自分で彫る！雅印　収蔵印
～デザインから運刀、押印まで

筆ペンによる日常書

実用ペン習字（小石ペン）

かな書道～基本から大字かな創作、
古典文学をかく

季節の和歌をかな文字で書く
（６回コース）

気軽に一筆

中国水墨画
入門（3ヵ月コース）／中級

気軽に始められる鉛筆画

デッサン

フォトショップ実践講座

フォトショップ基礎講座（６ヵ月コース）

デジカメ写真講座 マイピクチャー

たのしい　健康マージャン教室
入門～実践

シニアのための 健康マージャン教室
入門～実践

楽々きもの塾　自装科／他装科

第1・3火曜13:00～15:00

第2・4水曜14:30～16:00

第1・3月曜10:00～11:30

第2・4木曜15:30～17:00

第2・4木曜10:00～12:00

第2・4金曜18:00～19:30

第2土曜16:00～17:30

第3火曜15:30～17:00

第3火曜18:30～20:00

第2・4火曜15:30～17:30

第2・4火曜13:00～15:00

第1・3金曜19:00～21:00

第1・3・4金曜15:30～17:30

毎週月曜15:30～17:30

毎週火曜16:00～18:00

毎週日曜10:00～12:00

毎週木曜10:00～12:00

毎週木曜13:00～15:00

毎週木曜15:30～17:30

第1・3火曜10:00～12:00

第1・3日曜13:00～16:00

第2・4火曜13:30～15:30

第3・4土曜10:00～12:00

第1・3日曜13:00～15:00

毎週日曜13:30～15:30

第1・3金曜19:00～20:30

第2・4水曜10:00～12:00

第2・4金曜18:30～20:30

第2・4日曜13:00～15:00

第1・3土曜13:00～15:00

第2・4月曜12:30～14:30

第2・4火曜10:00～12:00

第1・3金曜18:30～20:30

第2・4月曜10:00～12:00

第2・4水曜13:00～15:00

第2・4金曜10:00～12:00

第１木曜13:00～15:30

第1・3月曜10:00～12:00

奇数月第4木曜10:00～12:30

第３火曜13:00～15:00
第１金曜10:00～12:00

第３土曜17:00～20:00

第1・3月曜15:30～17:30
第2・4月曜18:30～20:30

第1・3金曜13:00～15:00
14:30～16:30

第1・3火曜15:30～17:30
18:30～20:30

毎週水曜13:00～14:30
 14:50～16:20
毎週金曜10:00～11:30

第2・4金曜10:00～12:00

第1・3金曜10:00～12:00

第2・4日曜10:30～12:30

第2・4火曜19:00～20:30

第2・4火曜13:00～15:00

毎週木曜13:00～14:30

毎週水曜12:30～14:00

毎週水曜19:00～20:30

毎週金曜19:15～20:45

第2・4火曜10:45～12:00

第1・3土曜17:30～18:40

第1・3土曜18:45～20:15

第2・4土曜13:00～14:30

第1・3木曜11:10～12:20

第1・3水曜19:00～20:10

第2・4水曜19:00～20:10

第1・3木曜10:00～11:00

第１・３・５土曜15:30～17:00

第1・3金曜19:00～20:30

第1・3金曜15:30～17:00

第2・4月曜13:00～14:30

第2・4日曜13:00～14:30

第1・3木曜15:00～16:30

第2・4日曜10:10～12:00

第2・4木曜18:45～20:00

毎週土曜13:00～15:00

毎週火曜18:00～20:00

第1・3火曜18:30～20:30
第1・3水曜10:00～12:00

第2・4金曜13:30～14:30
第1・3月曜13:00～14:00

第2・4火曜19:00～20:30

毎週月曜10:30～12:00
第2・4木曜15:00～16:30
毎週木曜19:00～20:30

毎週金曜10:30～12:00

毎週土曜10:30～12:00
第1・3土曜10:30～12:00
第2・4土曜10:30～12:00

第1・3水曜18:45～20:00
第2・4土曜15:30～16:45

第２・４金曜
(初級) 12:30～13:45
(中級) 13:50～15:05

第2・4土曜10:00～12:00

第1・3火曜13:00～15:00

第1・3水曜10:00～12:00

第2・4金曜15:30～17:30
第2・4土曜15:30～17:30

教室：第2土曜10:00～12:00
野外：第４土曜（原則）

第3日曜13:00～15:00

第1水曜13:30～15:00

第2・4金曜15:30～17:00

第2・4土曜
（自装科）13:00～15:00
（他装科）15:00～17:00

第2・4水曜19:00～20:30

第2・4土曜16:00～17:30

第2・4月曜15:00～16:30

第2・4金曜10:30～12:00

第1・3火曜13:30～15:00

第2・4水曜10:30～12:00

第2・4木曜14:30～16:00

毎週火曜11:15～12:15

毎週火曜10:00～11:00

毎週月曜18:25～19:15

毎週月曜19:20～20:30

毎週水曜18:10～19:00

毎週火曜10:30～12:00

第2・4水曜11:45～13:00

第2・4土曜13:30～15:00

毎週金曜10:00～12:00

毎週金曜10:00～12:00

第2・4土曜10:00～12:00

第1・3火曜10:00～12:00

第１火曜12:30～15:30

第１日曜10:00～12:30

第１日曜10:00～12:30

第1・3水曜13:00～15:00

第1・3水曜13:00～16:00

第4金曜13:00～16:00

第２火曜10:00～12:00

第３金曜10:00～12:00

第1・3日曜10:00～12:00

第２木曜13:00～14:00

第２木曜14:15～15:45

第３日曜13:30～15:30

第1・3木曜13:30～15:30

第２日曜10:20～16:20

毎週土曜15:30～18:30

毎週木曜10:00～12:00
第1・3木曜10:00～12:00
第2・4木曜10:00～12:00

第2・4水曜13:00～15:00
 14:00～16:00

第１月曜18:00～21:00
18:30～21:00

第１月曜18:00～21:00
18:30～21:00

第１月曜18:00～21:00
18:30～21:00

毎週金曜19:10～20:00

第2・3・4水曜10:00～11:30

毎週水曜10:30～12:00

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

コミュニケーション力を高める話し方講座 第1・3水曜19:00～20:30 3ヵ月（6回分） 15,840円

表千家
普通科（２年コース）
高等科（２年コース）
研究科

裏千家
普通科（１年コース）
高等科（１年コース）
研究科（２年コース）

毎週水曜18:00～20:00
毎週木曜13:00～15:00

18:00～20:00

毎週金曜13:00～15:00
18:00～20:00

第1・3金曜13:30～15:00
18:30～20:00

第1・3土曜16:30～18:30
18:00～20:00

毎週月曜12:45～14:15
14:20～15:50
19:00～20:30

3ヵ月（12回分）
普通科 31,020円
高等科 32,340円
研究科 33,660円

3ヵ月（12回分）
普通科 31,020円
高等科 32,340円
研究科 33,660円

池坊　普通科/高等科/研究科

毎週火曜10:00～13:00

第2・4火曜18:00～20:30

第2・4金曜19:00～20:30

第1・3水曜13:00～14:30

第1・3水曜13:00～15:00

第1・3木曜13:00～14:30

第2・4月曜13:40～15:10

第２・３・４月曜15:30～17:00

第2・4日曜10:00～12:00

第2・4火曜15:30～17:00

第2・4火曜13:30～15:00

第2・4水曜18:30～20:00

第2・4土曜10:30～12:00

第1・3月曜13:00～14:30

第1・3日曜10:30～12:00

第1・3木曜19:00～20:30

毎週木曜10:00～12:00

第1・3金曜13:00～15:00

第1・3水曜13:30～15:00

第1・3土曜10:30～12:00

第2・4木曜13:00～14:10

第2・4水曜13:30～15:00

第2・4水曜15:30～17:00

第1・3日曜10:00～11:30

第1・3日曜11:35～12:35

毎週木曜16:30～18:00
第1・3木曜18:00～20:00

毎週水曜15:30～18:00

第1・3土曜14:50～16:00

毎週金曜13:00～15:00

毎週月曜15:30～17:30

第1・3日曜10:00～11:30

第1・3日曜10:00～11:30

第2・4日曜13:30～15:00

第３金曜

月１回水曜

月1回木曜9:30～12:00

講義：月1回木曜18:30～20:00
実習：月1回日曜 終日

毎週月曜
(初等科)10:00～11:00
(高等科)11:05～12:05

第1・3土曜
(中･高等科)12:40～13:20
(初等科)13:30～14:40

第1・3金曜10:00～12:00

第1・3木曜11:45～13:45
第1・3火曜13:00～15:00

第１・３水曜
(入門)11:35～12:35
(中級)10:00～11:30

第2・4月曜
(入門)11:05～12:05
(初級)12:10～13:10
(中級)10:00～11:00

第2・4水曜10:00～12:00
13:00～15:00

（月２回クラス）
第1・3火曜10:00～12:00
第2・4火曜10:00～12:00

13:00～15:00

3ヵ月（12回分）
普通科・高等科40,260円
研究科 42,900円

3ヵ月（6回分） 23,430円

3ヵ月（6回分） 25,740円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（3回分） 5,709円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（9回分） 21,087円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 13,398円

3ヵ月（6回分） 13,398円

3ヵ月（6回分） 15,378円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（12回分） 23,496円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,718円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（6回分） 15,708円

3ヵ月（6回分） 16,038円

3ヵ月（6回分） 16,038円

3ヵ月（6回分） 15,048円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（12回分） 32,736円
3ヵ月（6回分） 20,328円

3ヵ月（12回分） 24,816円

入門
11～12月（4回分） 10,692円
中級
3ヵ月（6回分） 16,698円

3ヵ月（13回分）
初等科 28,314円
高等科 29,744円

3ヵ月（12回分）
普通科 24,816円
高等科 26,136円

3ヵ月（6回分）
普通科 16,038円
高等科 17,358円

3ヵ月（13回分） 33,319円

3ヵ月（6回分） 14,718円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（3回分） 8,250円

5ヵ月（5回分） 14,850円

10～3月(6回分) 16,500円

3ヵ月（5回分） 15,400円

3ヵ月（6回分）
初級 14,718円
中級 15,378円
上級 16,038円

3ヵ月（6回分）
初等科 14,058円
中等科 15,048円
高等科 16,698円

3ヵ月（6回分）
初等科 15,378円
中等科 15,378円
高等科 16,698円

3ヵ月（6回分） 20,130円

3ヵ月（6回分） 15,180円第1・3水曜10:30～12:00『奥の細道』～いよいよ陸奥（みちのく）へ

3ヵ月(6回分) 14,520円第1・3月曜10:00～11:30
佐賀出張講座　日本古典文芸を楽しむ
～『源氏物語』浮舟・蜻蛉の巻

　　 (3回分) 8,250円
　　　／一般 10,560円

3カ月（3回分） 8,910円
　　　／一般 11,220円

10月27日、12月22日、
2月23日（木）10:30～12:00源実朝の和歌とその時代

3ヵ月（3回分） 7,920円第1土曜17:10～18:40村上春樹が描く女性たち
～「恋する女性と闘う女たち」

2,750円／一般 3,520円10月4日（火）13:00～14:30北原白秋　没後８０年の<落穂拾い>

2,750円／一般 3,520円1月14日（土）13:00～14:30森崎和江を読み継ぐ

3ヵ月(3回分) 8,019円第1水曜13:00～15:00シェイクスピア劇鑑賞
―悲劇の真髄に迫る―

3ヵ月(3回分) 6,930円第1日曜10:00～12:00
はじめての短歌
～たのしく短歌を学びましょう

3ヵ月（12回分） 25,080円

3ヵ月（6回分） 13,200円

毎週金曜13:00～15:00

第1・3金曜13:00～15:00
第2・4金曜13:00～15:00

短歌実作
～折々の心を歌にこめて

6ヵ月（6回分） 15,378円

大河ドラマのヒーローたち　3（中世篇）
～映画はどう描いたか？ 第2・4月曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 15,378円

PB

それでも気ままに音楽史Ⅷ 第2・4土曜10:00～12:00 3ヵ月（6回分） 16,038円

第1・3金曜13:00～15:00 11、12月（4回分）10,692円

10月29日、12月10日、2月25日
（土）13:00～15:00協奏曲はお楽しみ！

気楽にクラシック～ちょっとのぞいて
みたい人のクラシック音楽入門（11月スタート）

　　 (3回分) 8,349円
　　  ／一般 10,659円

ヴェネツィア－都市と美術 第2水曜10:30～12:00 3ヵ月（3回分） 8,250円

フランス美術 第2金曜13:30～15:00 3ヵ月（3回分） 8,250円

3ヵ月（12回分） 31,680円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（13回分） 30,030円

3ヵ月（13回分） 30,030円

3ヵ月（13回分） 30,030円

第1・3土曜10:30～12:00 ３カ月（６回分） 15,840円

3ヵ月（13回分） 30,030円

3ヵ月（12回分） 29,040円

3ヵ月（12回分） 27,720円

3ヵ月（11回分） 26,620円

3ヵ月（8回分） 19,360円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 13,530円

3ヵ月（12回分） 24,420円

3ヵ月（12回分） 24,420円

3ヵ月（6回分） 20,460円

3ヵ月（7回分） 18,865円

3ヵ月（3回分） 11,880円

3ヵ月（3回分） 8,910円

3ヵ月（3回分） 8,910円

3ヵ月（3回分） 13,365円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（3回分） 7,590円

3ヵ月（3回分） 8,580円

3ヵ月（3回分） 6,930円

3ヵ月（3回分） 8,250円

3ヵ月（13回分） 37,180円

3ヵ月（3回分） 14,190円

3ヵ月（6回分） 17,490円

5ヵ月（5回分）
3時間クラス 34,150円
2.5時間クラス 29,925円

5ヵ月（5回分）
3時間クラス 34,150円
2.5時間クラス 29,925円

5ヵ月（5回分）
3時間クラス 36,400円
2.5時間クラス 31,800円

[普通科]
3ヵ月（6回分） 14,850円
[高等科]
3ヵ月（6回分） 16,170円
[研究科]
3ヵ月（6回分） 24,420円

3ヵ月（12回分） 23,760円

3ヵ月（6回分） 12,540円

3ヵ月（6回分） 15,840円 3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（7回分） 19,635円

3ヵ月（6回分） 16,830円

3ヵ月（6回分） 16,830円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（12回分） 27,456円

3ヵ月（12回分） 28,116円

3ヵ月（12回分） 27,456円

3ヵ月（13回分） 30,459円

3ヵ月（12回分） 28,116円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（7回分） 16,401円

3ヵ月（7回分） 17,556円

3ヵ月（6回分） 16,368円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,388円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（7回分） 17,325円

3ヵ月（6回分） 14,850円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（6回分） 12,738円

3ヵ月（12回分） 23,496円

3ヵ月（6回分） 12,870円

3ヵ月（7回分） 15,785円

3ヵ月（13回分） 30,030円
3ヵ月（6回分） 13,860円
3ヵ月（12回分） 27,720円

3ヵ月（6回分） 13,860円

3ヵ月（7回分） 17,941円

3ヵ月（13回分） 26,169円

3ヵ月（12回分） 24,156円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（12回分） 23,496円

3ヵ月（6回分） 14,058円

3ヵ月（12回分） 25,080円
※中伝クラス 22,440円

3ヵ月（6回分）
(初級) 14,388円
(中級) 15,048円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（6回分）
普通科・高等科 20,130円
研究科 21,450円

3ヵ月（6回分）
はじめて 20,460円
高等科 20,460円
研究科 21,450円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（13回分） 31,460円

6ヵ月（3回分） 8,250円

3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 12,210円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 15,180円

3ヵ月（6回分） 12,210円

3ヵ月（6回分） 12,540円

3ヵ月（6回分） 13,200円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 13,200円

3ヵ月（7回分） 17,710円

（２回分）5,280円／一般6,820円

　　（6回分） 13,860円
　　  ／一般 15,840円

3ヵ月（6回分） 14,520円
3ヵ月（7回分） 16,940円

3ヵ月（7回分） 16,940円

6ヵ月（8回分） 23,760円

3ヵ月（3回分） 12,375円

3ヵ月（12回分） 33,660円

3ヵ月（12回分） 34,320円

3ヵ月（7回分） 18,480円

3ヵ月（7回分） 16,940円

3ヵ月（12回分） 34,320円

3ヵ月（12回分） 31,680円

3ヵ月（12回分） 31,020円

3ヵ月（6回分） 14,520円

3ヵ月（6回分） 19,800円

3ヵ月（12回分） 34,320円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（3回分） 8,250円

3ヵ月（6回分） 17,160円

3ヵ月（3回分） 10,560円

3ヵ月（6回分） 13,860円

身近な植物をハガキ絵に 12月5日、2月20日(月)
10:00～12:00 （1回分）2,750円／一般 3,520円

かんたん似顔絵
10月3日、3月20日(月)
10:00～12:00 （1回分）2,420円／一般 2,750円

3ヵ月（6回分） 15,180円

入門：
3ヵ月（7回分） 17,325円

中級：
3ヵ月（7回分） 18,480円

3ヵ月（3回分） 7,920円

3ヵ月（3回分） 10,560円

3ヵ月（3回分） 9,570円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（3回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 15,180円

夜の占い 簡単手相講座(5回コース) 第4金曜19:40～21:10 　　  (5回分) 14,850円

6ヵ月（6回分） 19,800円

3ヵ月（6回分） 15,840円

始めるデジカメフォト！ 第1・3金曜13:00～15:00 3ヵ月（6回分） 15,840円

　　 (1回分) 2,090円
　　  ／一般   2,860円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 16,170円

3ヵ月（6回分） 16,500円

3ヵ月（6回分） 16,500円

「フォトショップ」をはじめてみよう 9月27日(火)11:00～12:00

3ヵ月（6回分） 13,860円

楽しく学べるスマホ体験講座
～情報格差を解消しよう！

10月21日、11月18日（金）
13:00～14:30

3ヵ月（9回分） 20,790円

自装科
3ヵ月（6回分） 13,860円
他装科
3ヵ月（6回分） 15,840円

3ヵ月（6回分） 15,180円
英語の感性・表現力を磨こう

通訳翻訳基礎

50代からの『体当たり英会話』

知ってる単語で『出直し英会話』

誰でも楽しく「旅行英会話」

シニア英会話 入門

『今から始める英会話』 初級

ドイツ語　基礎

ドイツ語　中級

毎週金曜18:15～19:05 3ヵ月（12回分） 29,040円初めてのフランス語 入門

はじめてのスペイン語 入門

基礎から韓国語　初級Ⅲ

毎週水曜19:05～20:05 3ヵ月（12回分） 27,720円スペイン語　初級

韓国語クリニック
～会話編

実践中国語

つるさんのあみもの教室

戸塚刺しゅう～フランスししゅう

山口怜子のパッチワーク

やさしい押し花

やさしいグラスアート

上賀茂流　真多呂木目込人形

チロリアン・スパイス・ブーケ

日曜・陶芸

緒方文香の柳川伝承さげもん

第3水曜12:45～15:45 3ヵ月（3回分） 9,240円シャドーボックス

消しゴムはんこ

壊れた器が蘇る「金継ぎ」

金継ぎ講師養成コース「初級編」

日本の伝統「蒔絵と螺鈿」

能面打ち

仏像彫刻

木の彫刻

12月1日、2月2日（木）13:30～15:30 （1回分）4,070円／一般 4,400円

（1回分）2,860円／一般 3,630円
材料費別

ハートの小物入れを作ろう

11月29日（火）13:00～15:30
12月18日（日）9:45～12:00

水引アート

2,970円／一般 3,740円
材料費別

11月30日(水）15:30～18:00真珠の専門家とつくる
パールネックレス

福岡が誇る世界的折り紙作家による
【折り紙入門コース】

福岡が誇る世界的折り紙作家による
【折り紙上級コース】

福岡が誇る世界的折り紙作家による
【三つ星折り紙】

羊毛フェルトで愛犬・愛猫を作ろう！

初めての戸塚刺しゅう
３カ月入門コース

キャシーズファミリー
ハワイアンキルトスクール

手編み

천천히　できる韓国語　入門Ⅱ

英語とフランス語で学ぶ「フランス語」 中級

10月29日（土）16:00～17:30 2,860円／一般 3,630円
まど・みちおの詩と
上皇后美智子さまの英訳詩

アイアンさんの英会話Ⅰ入門～初級

アイアンさんの英会話Ⅱ初中級

サタデーレッスン
～英語でReading,Ｗriting and Discussion

はじめての茶の湯（表千家）

はじめての茶の湯（裏千家）

テーブルでお抹茶を

勤め帰りの煎茶入門

煎茶・売茶流

香道・翠風流

楽しく、健康に！「ラテンダンス」

石橋健太の楽しい社交ダンス

基礎から始める社交ダンス

タップダンス 経験者クラス

華麗にフラメンコ

やさしい体幹力アップストレッチ

正しい体幹力アップストレッチ

ストレッチ＆バーレッスン

はじめてのバーレッスン

お勤め帰りのピラティス入門

シニアのためのピラティス入門

楽しく学ぶホーム・ヨーガ

60歳からでもはじめられる 気功

気功スタンダード

自彊術（じきょうじゅつ）

日曜・自彊術

健康合気道教室

楊名時気功太極拳

太極鞭杆（ベンガン）

楽しく太極拳

太極拳好（ハオ）土曜クラス

第2・4月曜10:30～12:00
第1・3水曜15:00～16:30 3ヵ月（6回分） 15,840円『ゆうきケア体操』

のどを鍛える「健康声磨き®講座」

太極拳（火曜クラス）

スポーツウエルネス吹矢

腰掛タップダンス®

スポーツ整体
骨盤整体とヨーガエクササイズ

第２木曜13:30～15:00 3カ月（3回分） 8,250円サボリ筋トレーニング
～サボリ筋を鍛えて関節の悩み解消

第１土曜10:30～12:00 5ヵ月（5回分） 13,750円サボリ筋トレーニング
～サボリ筋を鍛えて美脚＆関節痛予防

ピラティス＆ヤムナ®

石橋健太のレベルアップ社交ダンス

テーブルとイスの立礼式を中心に
煎茶・藤蔭流

石田絵理子監修
大人のクラシックバレエ～月曜クラス

石田絵理子監修
大人のクラシックバレエ～金曜クラス

ハワイアン・ダンス（フラ）
水曜クラス　土曜クラス

ハワイアン・ダンス（フラ）
～シニアクラス

タップダンスを始めよう！
入門６ヵ月コース

ハワイアン・ダンス（フラ）
金曜（初級）クラス
金曜（中級）クラス

誰にでも楽しめるお茶を

茶花

OL

OL

かな書道～初歩から創作まで 第1・3月曜13:00～15:00

第1・3月曜13:00～15:00

第2・4水曜18:30～20:00
第2・4木曜18:30～20:00

第2日曜13:30～15:00
第4木曜13:00～14:30

第1・3木曜15:30～17:00
第1・3火曜13:30～15:00

第1・3土曜10:00～12:00

第2・4火曜19:00～21:00

１０月２９日、１１月１２日（土）
13:00～15:00

3ヵ月（6回分） 16,500円

はじめての「いけばな」
池坊　高等科/研究科（夜クラス）

夜の新池坊

新池坊　基礎科

新池坊　立華コース

Sing♪Sing♪朝日

恋するクラシック～ボイストレーニング

楽しく歌うためのボイストレーニング

オペラに挑戦

第２・３・４月曜18:30～20:00 3ヵ月（9回分） 21,087円夜のひととき～恋するクラシック～

日曜・歌のサロン

クラシックを歌う

夕べのクラシック歌曲

ジャズヴォーカル　ベーシッククラス

歌のレッスン　クラシック入門

目標達成のヴォーカルレッスン

第2・4木曜15:00～16:30 3ヵ月（6回分） 14,388円初心者のためのヴォーカルレッスン

ゴスペルを歌ってリフレッシュ♪

ポップスを歌ってリフレッシュ♪

たのしむ女声コーラス

シャンソン

歌の翼にあなたをのせて

カラオケ演歌

楽しい大人のハーモニカ

はじめてみよう！ウクレレ
～初心者・6ヵ月コース

1からはじめる大人のケンハモ

フルートをはじめてみよう

はじめてのオカリナ

二胡を奏でる
入門／中級

筝曲　箏（こと）

謡曲　観世流

日本舞踊・藤間流
普通科/高等科

日本舞踊（花柳流）
①こども日本舞踊（４歳～中学生）

日本舞踊（花柳流）
②普通科/高等科

日舞を楽しむ（若柳流）

らくらく落語

野外の自然観察

やさしい樹木学入門

四季の花めぐり

日曜・登山教室

基礎からの長唄・三味線
初等科/高等科

江戸小唄
初等科/中等科/高等科

小唄三味線（ツマ弾き教室）
初等科/中等科/高等科

大正琴（琴城流）
初級／中級／上級

ウクレレを弾こう！（経験者クラス）

もしもピアノがひけたなら
入門クラス/初級クラス/中級クラス

目指せ100歳！
元気になれるボイストレーニング

芸
術
と
文
化

朗
読・コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

く
ら
し
・
食
・
ホ
ビ
ー

美
術

書
道

自
然・ア
ウ
ト
ド
ア

書
道

い
け
ば
な

音
楽
・
伝
統
芸
能

茶
道
・
香
道

ダ
ン
ス

健
康
に
生
き
る

外
国
語

手
芸
・
工
芸

1,430円／一般 2,200円

3ヵ月（3回分） 7,920円

3ヵ月(3回分) 7,920円植物の民俗学 その4 第2木曜10:30～12:00

第2木曜10:30～12:00 3ヵ月(3回分) 7,920円柳田國男の民俗学 
～「山人論」 その3

あなただけの字を書こう 3ヵ月（6回分） 15,840円第2・4水曜15:30～17:30

（1回分）3,850円／一般4,620円

OL

OL

OL

OL

OL

第3月曜15:00～16:30 3ヵ月（3回分） 8,250円



受講手続きは事前にお済ませください。
当日入金は受講料に２2０円（税込）を
加えた金額で承ります。

朝日カルチャーセンター

電　話
受付時間 10:00～18:00

（日、祝日を除く）

お電話、またはWEBで！受講の
お申し込みは 092-431-7751☎

入会不要の特別講座です

検索朝日カルチャー　福岡https://www.asahiculture.jp/fukuoka

● 入会金：5,500円（税込）。70歳以上と高校生
　 以下、 障害のある方は無料。大学生は半額です。

● 受講料は振込もできます。
　 ゆうちょ銀行： 記号017109 番号45473
　 福 岡 銀 行： 博多駅前支店 普通 161254

● ご希望の方には全講座を掲載したパンフレット
　 を無料でお送りします。

10月 新規スタート！

〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル8階fk9asacul@asahiculture.comFAX E-mail092 - 412-8571

福岡教室 講座案内
AUTUMN & WINTERAUTUMN & WINTER

冬秋 2022.10～2023.3

https://www.asahiculture.jp/fukuoka

お申し込み・お問い合わせは 092-431-7751☎
教室は博多駅前 検索朝日カルチャー　福岡

2022年9月末まで

ほかにも講座はたくさん！

今なら入会金 半額!
詳しい講座パンフレット 無料でお送りします

めぶき先生

アートリンガル外語学院講師

会員 3ヵ月（12回分）29,040円

毎週金曜
18:15～19:05

Berube Danny（ベルベ  ダニ）

　フランス語が初めての方対象です。憧れのフ
ランス語を一緒に始めるチャンス！挨拶から始め
て、文法や発音を学んでいきます。楽しいベルベ
先生と一緒にレッスンしませんか。

はじめてのフランス語
入門

CCS英会話スクール

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第1・3土曜 10:30～12:00
講師陣

　昔習った英語をしっかり学び直したい方、実
践で使えるようになりたい方。月に２回、時事
ニュースを課題として、ネイティブの先生と英会
話・グラマーをバランス良く学んでいきます。

サタデーレッスン
～英語でReading,Ｗriting and Discussion

元FM福岡アナウンサー

会員 3ヵ月（6回分）15,840円
第1・3水曜 19:00～20:30
村元　陽一

　初対面の人とでも30分は楽しく会話ができる
会話テクニックをはじめビジネス、就活、婚活など
あらゆる機会で役に立つプレゼン力、スピーチ
力、ディベート力等を磨きます。

コミュニケーション力を
高める話し方講座

ヴォーカリスト

会員 3ヵ月（6回分）14,388円
第2・4木曜 15:00～16:30
海江田　千晶

　ジャズ、ポップス、ボサノヴァ、 映画音楽など幅
広いジャンルから選曲します。長く継続することで
読譜など最低限必要な音楽の基礎や、英語の
発音に関するコツも習得できるようになります。

初心者のための
ヴォーカルレッスン

デザインサポートシステム主宰

会員 2,750円、一般 3,520円

12月5日、2月20日（月）
10:00～12:00

浅野　英二

　季節の草花、旬の野菜や果物など、生活を彩
る植物たちを、自分の好きな表現で描いてみませ
んか。

あなたも描けます！
身近な植物をハガキ絵に

日本声磨き普及協会インストラクター

会員 2,750円、一般 3,520円
9月26日（月） 15:00～16:30
高田　めぐみ

　正しい呼吸でしっかりと声を出す声磨き®は、脳
の活性化やアンチエイジングの副次効果が認め
られています。声の悩みを解消することで人との
会話が楽しくなり、心も体もイキイキ元気に！

のどを鍛える
「健康声磨き®講座」

アヂヴィーニョ尚煕代表

会員 2,750円、一般 3,520円
12月10日（土） 15:30～17:00
谷口　尚煕

　２０２３年は癸卯年。自分自身にとってどのよう
な１年になるか調べてみませんか。生年月日から
未来を調べる「四柱推命」で、１年のテーマや吉
凶を知り、充実した年を迎えるチャンスに。

２０２３年の私の運勢を知る！
～四柱推命１日講座

九州大学教授

会員 2,750円、一般 3,520円

11月26日（土）
13:00～14:30

堀　賀貴

　ポンペイにおける日本隊の発掘調査にも加
わり、30年にわたって現地調査を行ってきた講
師が、ポンペイの住まいについて解説します。写
真や図版を手がかりにリアルに読み解いていき
ます。

ポンペイの都市生活
古代マヤ暦占術研究家

会員 3,300円、一般 4,070円

10月2日（日）
13:30～15:00

弓玉（ミロク）

　古代マヤの人々は、「精妙な暦システム」をもっ
ていました。マヤ暦のトナルポワリ暦をつかって、
自分の誕生からマヤのデイサインや型を見いだす
学びをします。

古代マヤ暦・生命樹占いで自分を知ろう
～古代マヤ文明の叡智に学ぶ

佐賀女子短期大学名誉教授

会員 2,750円、一般 3,520円

10月4日（火）
13:00～14:30

横尾　文子

　明治37年、白秋の親友・白雨が自刃した。筆
名を「白」でお揃いにした中島鎮夫。柳河に誕生
した「白秋」「白雨」の内実を、久保節男氏や原武
哲氏の優れた資料調査研究に従って紹介する。

北原白秋　没後８０年の
<落穂拾い>

久留米連合文化会会員

会員 2,860円、一般 3,630円（教材費500円）
11月29日（火） 13:00～15:00
西川　扶美

　やさしい色使いの絵に、こころの声を添えた
「心だより」。来年の干支「卯」に新年の挨拶を添
えて、手描きならではの味わいのある年賀状を送
りましょう。

絵も書も手書き年賀状

水引講師　

（1回分）会員 2,860円、一般 3,630円（材料費別）

11月29日（火） 13:00～15:30
12月18日（日）   9:45～12:00

ヨシダ  シノブ

　水引を使って、季節の小物や着物だけでなく洋
服にもあうアクセサリーを作ってみませんか。11月
は「ミニ苔玉のお正月飾り」、12月は「藁から綯う
しめ縄」の予定です。

水引アート

歌人

会員 2,970円、一般 3,740円

11月1日（火）
15:30～17:00

小島　ゆかり

　〈作る〉ことと〈読む〉ことは、作歌の両輪です。
今回はさまざまな作品を対象に、〈作る〉楽しみと
〈読む〉楽しみ、両方あってこその歌の魅力につい
てお話しできればと思います。

歌を作る・読む

日本脚本家連盟九州支部長

会員 2,860円、一般 3,630円

11月14日（月） 
15:30～17:00

香月　隆

　オッペケペー節で一世を風靡した興行師川上
音二郎とその妻貞奴。ともに「一番大好き人間」
でした。二人が次々と一番乗りをはたしていった
破天荒な人生劇を振り返ってみましょう。

一番大好き人間～
オッペケペー節の川上音二郎

消しゴムはんこ作家　

会員 3,080円、一般 3,410円（教材費500円）

11月18日（金）
10:00～12:00

髙木　孝子

　消しゴムはデザインカッターで簡単に彫れます。
彩色も濃淡やぼかしなど様々に表現することがで
きます。彫って楽しい、押して楽しい、消しゴムはん
こを始めませんか。

消しゴムはんこの年賀状

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

福岡県美術協会正会員・理事

（2回分）会員 5,280円、一般 6,820円
10月29日、11月12日（土） 13:00～15:00
矢野　萊山

　好きな言葉や名前など、ご希望の文字を篆書
体で石に彫り、オリジナルの印を作ってみません
か。デザイン性のある収蔵印を作って、自分の持
ち物に押すのもいいですね。

自分で彫る！ 雅印 収蔵印

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

文化と観光が結びつくとき
九州大学大学院地球社会統合科学府提携講座

　近年、文化資源を観光に活用す
ることが強く求められるようになりま
したが、文化と観光が結びつくと
き、どのような現象や影響があらわ
れたのか、実例を素材としてお話し
します。

魏志倭人伝の国々２
―東アジア考古学から学ぶ―

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

種麹本舗　椛島商店

会員 2,420円、一般 2,750円（材料費別）

11月27日（日） 
11:00～13:30

椛島　雅子

　毎日の食卓に欠かせない味噌。手作りの麹を
ふんだんに使った昔ながらの味噌の作り方を伝
授します。甘酒は全く砂糖を使わず、麹の自然の
甘味たっぷりです。

無添加手作り味噌＆甘酒教室

羊毛フェルト講師

会員 5,170円、一般 5,830円（材料費5,600円）
11月29日（火） 12:30～16:30
hikaru

　ふわふわの羊毛と専用のニードルでプードル
をつくりましょう。壁掛けにもできるフレーム型で
す。帽子とチャームをつけてクリスマス用に仕上
げます。

羊毛フェルトでプードル
（フレーム型）をつくろう

筆文字アーティスト

会員 2,750円、一般 3,520円
11月29日（火） 13:00～15:00
し乃

　前から習いたいと思っている、苦手だけどキレイ
に書いてみたい…。日頃の自分らしい字を活かし
て書を楽しんでいただけたらと思います。（写真は
受講生の作品です）

筆文字アート  １日体験

福岡女学院大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
10月31日（月） 10:00～12:00
東　茂美

　「久方の月の桂も折るばかり家の風をも吹かせ
てしがな」。菅原道真が元服の日を迎えた夜に、
母（伴真成の娘）がうたった祝いの歌。「大いに才
名を発して、我が家の名をあげてほしい」。

「月」を詠う
ー菅原道真の雪月花ー

「西の京山口」の誕生 伊藤幸司（九州大学大学院地球社会統合科学府教授）
ヒマラヤと福岡の山岳観光をフィールドワークする 古川不可知（九州大学大学院地球社会統合科学府講師）
ラジオが育てた除夜の鐘 平山昇（神奈川大学国際日本学部准教授）
博多ドンタクの近代史―なぜ日程の変更が繰り返されたのか？― 平山昇
中国の少数民族観光 長谷千代子（九州大学大学院地球社会統合科学府准教授）
文化財・遺跡の観光化について 田尻義了（九州大学大学院地球社会統合科学府准教授）

１０月１日
１１月５日
１２月３日
  １月７日
  ２月４日
  ３月４日

　相対的な眼で理解する
ため、広く東北アジアの
地域にも目を向け、最新
の知見を交えて魏志倭人
伝の世界について考えて
みます。

20世紀のフランス文学
ーカミュ『異邦人』ー
　アルベール・カミュの『異邦人』を
６ヶ月かけて読んでいきます。翻訳を読
みながら、必要に応じて原文のニュア
ンスや作品の背景を解説します。

　開業150年を迎えた
日本の鉄道。人々の暮
らしや希望を運んだ鉄
道の歴史を、全国有数
の鉄道雄県たる福岡県
の視点から学んでいき
ます。

鉄道150年
～夢と暮らしを運んだ福岡の鉄路

学び直しの大人のための
高校世界史
　世界史は日本とは異なる世界各地
域の様相を知ることができる、面白い
分野です。第一次世界大戦以降の
世界の展開をお話しします。

恋するクラシック
～ボイストレーニング

くずし字で『源氏物語』を読む
－「桐壺」の巻－

　赤とんぼ、花、ローレライなどの童
謡唱歌や抒情歌を楽しく歌っていき
ます。体の中からしっかり声を出しま
しょう！

　『源氏物語』をくずし字によって
読み進めます。宮内庁書陵部蔵青
表紙本を用い、「桐壺」の巻から順
を追って読み進めます。

サボリ筋トレーニング
～サボリ筋を鍛えて美脚＆関節痛予防

　今あまり使えてい
ない筋肉を鍛えるこ
とで、使い過ぎてい
る筋肉との差を解
消し、関節を正しい
位置に戻すトレーニ
ングを行います。10
月1日に開講前の
お試し講座。

東アジア世界秩序の変容と
日本の形成ー漢から唐へ～
　日中歴史共同
研究という試みで
の報告に拠りなが
ら、志賀島の金印
から遣唐使の時
代に至る東アジア
世界秩序の変遷
について話します。

ドイツ歴史紀行
―都市と城塞―
　ドイツ各地の魅
力ある都市と城塞
を旅して、中世か
ら現代に至るドイ
ツの歴史の一般
性と多様性を見て
いきます。

それでも気ままに
音楽史Ⅷ
　まだまだ懲りず
につづけることに
なりました。例に
よって気ままに、
硬軟とり混ぜまし
て並べてありま
す。初参加もお待
ちしております。

◆福岡教育大学名誉教授 長野　俊樹
◆１０～３月・第２・４土曜 １０：００～１２：００
◆会員 3ヵ月（６回分）16，038円

◆九州大学名誉教授 神寳　秀夫
◆１０～３月・第2・4木曜 10：3０～12：0０
◆会員 3ヵ月（6回分）15,840円

◆九州大学名誉教授 川本　芳昭
◆１０～３月・第1・3火曜 10：3０～12：0０
◆会員 3ヵ月（6回分）16,500円

◆関節痛改善専門パーソナルトレーナー 亀谷　一広
◆11～3月・第1土曜 １０：３０～１２：００
◆会員 5ヵ月（5回分）13，750円

◆声楽家
　渋谷　ちか
◆１０～３月・第２・４月曜
　１３：４０～１５：１０
◆会員 3ヵ月（6回分）15，048円

◆九州大学名誉教授
　辛島　正雄
◆１０～３月・第２・４火曜
　１３：３０～１５：００
◆会員 3ヵ月（6回分）15，840円

◆西南学院大学・福岡大学非常勤講師
　丹後　享
◆１０～３月・第2・4月曜
　10：3０～12：0０
◆会員 3ヵ月（6回分）15,840円

◆九州大学基幹教育院
　非常勤講師 
　安藤　智子
◆１０～３月・第4月曜 
　14：0０～15：3０
◆会員 3ヵ月（3回分）8,250円

◆九州歴史資料館学芸員 渡部　邦昭
◆１０月２０日、１１月１７日、１２月１５日（木） １４：３０～１６：００
◆会員 3ヵ月（3回分）8,580円
　（1回ずつ受講の場合）会員 3,410円、一般 3,740円

◆福岡大学人文学部准教授 古澤　義久
◆１０～３月・第2土曜 ※１０月は第４土曜 13：0０～14：3０
◆会員 6ヵ月（6回分）16,500円
　（1回ずつ受講の場合）会員 3,300円、一般 3,630円

◆１０～３月・第1土曜 13：0０～14：3０
◆会員 6ヵ月（6回分）15,840円　（1回ずつ受講の場合）会員 3,190円、一般 3,520円

人間科学が捉える時間と空間 
九州大学文学部提携講座

　私たち人間を取り巻くさ
まざまな問題について、「時
間」と「空間」という切り口
からわかりやすく講義しま
す。(講師はオンラインで講
義します。教室でもオンライ
ンでも受講できます)

オンライン
講　  座

１０月15日 日本三大秘境のことばにみる「方角」の話：宮崎県椎葉村のフィールドワークから 下地理則准教授
１１月19日 ロシアのウクライナ侵攻を宗教の視点から 髙橋沙奈美講師
１２月17日 言葉を生み出す脳のしくみに脳活動の時間・空間から迫る 太田真理講師
  １月21日 距離感を生み出す脳のしくみ 光藤宏行准教授
  ２月18日 感じる「時間」の不思議 山本健太郎講師
  ３月18日 地域社会の歴史を編む、考える 遠城明雄教授 

◆１０～３月・第3土曜 13：0０～14：3０
◆会員 6ヵ月（6回分）15,840円　（1回ずつ受講の場合）会員 3,190円、一般 3,520円

作家

会員 2,750円、一般 3,520円

10月29日（土）
13：00～14：30

米本　浩二

　水俣病闘争は、どのように生まれ、全国に支
援の輪を広げていったのか。石牟礼道子と渡辺
京二の知られざるコミットを明らかにしつつ、闘
争の経緯をたどります。

水俣病闘争 
熱い時代の記憶

オンラインでも
受 講 可

オンラインでも
受 講 可

九州大学名誉教授

会員 2,970円、一般 3,740円
11月29日(火) 13:30～15:00
関　一敏

　奈良時代からの「神仏習合」と幕末維新期の
「神仏分離」という二つのトピックスを入り口に、日
本の神仏についての歴史を学びます。私たちがど
う生きるべきか、ヒントを与えてくれるでしょう。

日本の神さまと仏さま
九州大学名誉教授

会員 2,860円、一般 3,630円

12月8日（木）
13:00～15:00

柴田　篤

　儒教で説く「仁」と聖書に説く「愛」とは、同じ
ものでしょうか、それとも違うものでしょうか。４００
年前、イエズス会士のマテオ・リッチは、この問
題に向き合いました。私たちも考えてみましょう。

儒教の「仁」と聖書の「愛」と
―西洋人と中国人との対話を通して―

折り紙作家　折り紙数理研究者

（３回分）会員 8,910円、一般 11,220円
第３日曜 13:30～15:30
川崎　敏和

　上級コースを超える超上級コースです。世界的
折り紙作家が新作折り紙を中心に講習します。
①菊玉②13×15長方形の奇蹟！ユニット折り紙
③カットクリスタル

福岡が誇る世界的折り紙作家による
【三つ星折り紙】
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