
熊本教室  
お申し込み・お問い合わせは、ホームページ・電話または窓口で 

TEL.096-351-8888 
10:00~17:30 GW･お盆･年末年始 

http://www.nhkcul.co.jp 

熊本市中央区手取本町5-8 鶴屋百貨店WING館6階 アクセス バス･電車利用 『通町筋』下車徒歩2分 

受付 
時間 

休業
日 

2021年 7月期  

7月からの   講座 

色鉛筆を使って、道具の使い方や絵を

描く楽しさ描き方を学びます。 

静物、植物、動物を色々なモチーフを

通して観察力・立体感覚・発想力など

を養います。 

■第2・4土曜日 16：00～17:30  

■受講料       13,068 円 

■教材費            3,960円 

色鉛筆画家・ 

熊本県美術家連盟会員 森口 慶一 
こども色鉛筆教室 

早描きでおしゃれな水彩画を描きませ

んか？ 

写真を元にしても、実物をモデルにし

てもかまいません。 

楽しくかっこいい作品を仕上げましょ

う。 

■第1・3日曜日     13:00 ～15:00 

■受講料         11,440円         

おしゃれな水彩画 井上 あや 国画会会友 

■第1・3           10:30～11:30 

■受講料       13,068 円 

■教材費            2,800円 

後藤 栄子 

体幹レッスンで美しく、疲れにくい身体に！ 

ボールを使用し、骨盤・股関節の動き 

から学習します。 

コアを目覚めさせ、力を上手に分散させ

て体を動かしましょう！ 

お腹の奥にあるインナーマッスルを意識

して体を動かします。疲れにくくなり、

姿勢改善も期待できます。 

 

声のクセをただ真似

るだけではなく、

様々な角度から観察

すると面白い発見が

あります。ものまね

好きな方も苦手な方

も基本テクニックを

一緒に学び、笑いの

絶えない楽しい時間

を過ごしませんか？ 

■日 時 ①7/10（土） ②7/31（土） 

全て  15:15～16:45  

■受講料 会   員    4,576円 

     一   般    5,280円 

               4,576円 

コロッケの姉 滝川 直子 

ものまね入門 

短時間でプロの技を学ぶ     講座 

刺繍講師・デザイナー  

 

森口 優美 

イギリス発祥

の修繕方法 

“ダーニング”

を、同じくイ

ギリス生まれ

の”ウール糸”

を使用して学

んでいただけ

る講座です。ダーニングマッシュルームを使

い、かわいくお直ししてみませんか？ 

ピアノの名曲 

3回 

2回 

「口下手を何とかし

たい！」そんなあな

たにおすすめの講座

です。 

話題の見つけ方、話

し方・聴き方、声の

表情のつけ方など、

楽しく会話できるコ

ツを、少人数制でき

め細かにお伝えしま

す。 

■第1.3土曜日    13:00 ～14:30 

■受講料              15,840円 

■テキスト代            1,100円 

～少人数クラス～ 

風戸 南陽子
フリーアナウンサー・ 
ラジオパーソナリティ 

やってみたい！を体験する   講座 

■8/21（土）   13:00～15:00

■受講料 会  員     2,178円 

     一  般     2,519円 

               鶴屋会員 2,178円 

■教材費           739円 

憧れの手織り！ 

体験講座なら、 

よこ糸を通すだけで

サクサク織れます。 

身の回りの素材を

ティーマットにリメ

イクしましょう。 

■7/2（金） 15:30～17:30  

■受講料 会  員    2,178円 
     一  般    2,519円 
     鶴屋会員 2,178円 

■教材費          367円 

日本染織協会講師 髙田 敦子 

単純な技法で

模様をつけ

て、藍染めの

トートバッグ

を作りましょ

う。 

1日 

1日 

いろいろな開運方法

がありますが、自分

ではうまくできない

と思っている人も多

いようです。 

風水で家や土地を知

り、改善したい思い

を個人に合わせてす

ぐに良い方へ導く方法を学べます。 

家の図面、平面図、地図などから開運のア

ドバイスを致します。 

■7/19（月）    15:30～17:30 

■受講料 会  員      2,519円 

     一  般      2,860円 

               鶴屋会員 2,519円 

2021年後半の  風水開運法 

石川 聖龍 四子学五術門派掌門 

ピラティス 

インストラクター 

声の出る体操や発声、古典落語から

ニュースまで。楽しく気持ちよく、 

声を出していきましょう。 

声は一生使う大切な宝物です。繰り返し

の練習で伝える力がぐんぐん伸びます！ 

■第1・3日曜日 10：15～11:15  

■受講料        12,408 円 

■教材費             1,650円 

フリーアナウンサー・ 

こどもアナウンス発声協会講師 風戸  南陽子 

リビングアート 
手織倶楽部認定講師 髙田 敦子 川口 みさき

音楽史上、極めて 

偉大な作曲家 

ベートーヴェン、

「ピアノの詩人」

と称されるショパ

ン、そして、光と

影の作曲家ド

ビュッシー。その珠玉のピアノ作品を生

演奏とお話でお届けします。 

■日 時 ①7/24(土) ②9/25(土) 

               全て  15:15～16:45  

■受講料 会   員      7,920円 

     一   般    8,943円 

               7,920円 

ソフトバンク株式会社 
◆

スマホ問診クリニック

■※受講料は各日 

 会 員 1,947円 
 一 般 2,178円 
 1,947円 

■7/27(火) 
 13:00～14:30 

 9/28(火) 
 13:00～14:30 

◆  
スマートライフ講座

■※受講料は各日 

 会 員 1,947円 
 一 般 2,178円 
 1,947円 

■8/25(水) 
 12:30～14:30 

代謝アップ！  

健康美女  

■日 時 
全て 13:00～14:30

■受講料         7,920円 
■教材費 
   ● 2,970円   又は
   ●

5,500円



長寿社会では、健康

で活動的に暮らせる

期間を伸ばすこと

が、何より大切。 

体力アップも脳トレ

も、同時にみんな

で、楽しくやってい

きましょう！ 

■月曜 (第1)    15:00～16:30 

■6か月(6回)     12,408円 

      林のワンコ 

イキイキ３時です！ 

          頭の体操＆体の体操 

誰にでもわかる  
    やさしい漢方健康講座 

小物からバッグ、イン

テリアまで柄入れ・染

色・仕上げ全般を指導

します。 

革の柔軟性と温かさを

生かしながら、生活に

即した作品を作りま

す。キーホルダーやト

レーなどの作品から始

めてみましょう。 

■月曜 (第2･4)       10:15～12:15 

■6か月(12回)      24,816円 

 

ルナ・フローラ パンの花  本科 

別名「焼かない陶花・

彫刻の花」とも言われ

るパンの花。パン粘土

に色を加えてつくる手

工芸で、色や形を半永

久的に保つという魅力

を持ち合わせていま

す。圧倒的な表現力を

もつ作品の数々をつ

くってみませんか。 

■金曜 (第2・4)           15:30～17:30 

■6か月(12回)           28,908円 

舞気功・花架拳 

■水曜 (第1･3･4)      11:45～13:00 

■3か月(9回)          16,533円 

ゆったりピラティス・金曜クラス 

■金曜 (第2･4)       13:00～14:00 

■6か月(12回)      22,044円 

いまから始めるフラダンス 

 益本 みな子 

老若男女を問わず、一

人でも踊れてゆったり

とした気持ちになれる

のがフラダンスです。

基本のステップは６種

類。あとは応用で楽し

く踊りましょう。 

■水曜 (第1･2･3)     15:10～16:10 

■3か月(9回)           16,533円 

～世界各地の民族の踊り～ 

フォークダンスは 

世界の民族舞踊です。

歩くだけのステップ 

から、バラエティ豊か

なステップを楽しみ 

ましょう。 

■月曜 (毎週  )          15:00～16:30 

■3か月(12回)         22,044円 

美術書道  

 カリグラファー   岩下 敬治 

お一人おひとりの文字

の個性を生かした作品

を作ります。季節に合

わせた色紙や団扇など

のアイテムに相応しい

お題目を構築し、作品

に織り込むポエム作り

までご指導いたしま

す。 

般若心経を写経する 

梵字写経講師       林 麗芬 

■木曜 (第1･3)    15:30～17:00 

■6か月(12回)       27,456円 

小村 典子 

花レッスン（マナココース） 

     絵画講師         大渕 澄子 

デッサンの表現用具

（鉛筆・木炭など）の

扱い方、モチーフの情

報の取り方等を順を

追って指導します。描

くことが単に感性を磨

くだけでなく、科学す

る目を育て、認識を深

めていきます。 

■水曜 (毎週)        18:00～20:00 

■3か月(12回)      26,136円 

■金曜 (第1･3)     13:00～15:00 

■6か月(12回)      26,136円 

楽 し い 水 墨 画  

 

葉書・短冊・色紙な

どに四季を感じる作

品づくりを楽しみつ

つ、徐々に掛軸など

大きな作品にも挑戦

していきます。 

園田 南清 

■金曜 (第1･3)      10:30～12:30 

■6か月(12回)       24,816円 

  堀 晋吾 

鉛筆、水彩、油彩など

を使って、静物・人

物・風景画・構想画ま

で、自由な発想での絵

画を楽しむ教室です。

少人数で、一人一人に

対応することができる

ようにいたします。 

ボールを使って身体を

緩め整えた後に、簡単

でやさしい動きのピラ

ティスエクササイズを

行います。 

日本花架拳学会教授   原 由美子 

花架拳は、中国武術

の中でも非常に美し

い舞拳として知られ

ています。深い呼吸

とゆっくりした動き

で、どなたでも楽し

く舞うことができま

す。からだの内面か

ら若返りましょう！ 

 

や さ し い 革 工 芸  

資格取得を目標に、焦ら

ず、ゆっくり学びません

か。 

資格を目指さない方もご

受講頂けます。フラワー

アレンジを一緒に楽しみ

ましょう。 

般若心経の写経をわか

りやすく指導します。

梵字も学び、読経の 

ＣＤも聞きます。写経

は心を落ち着け、克己

心を養います。 

やさしいヨガ・夜 

呼吸で全身マッサージ

しながら、疲れた体を

リセットしていきま

す。ストレスに強い体

を作っていきましょ

う。 

■火曜 (第2･4)          18:00～20:00 

■6か月(12回)         23,364円 

＜入会と受講のご案内（受講規約抜粋）＞●ＮＨＫ文化センターは原則会員制です。会員証は全国
のＮＨＫ文化センターで利用できます。入会金3,300円(税込）（満70歳以上・中学生以下の方は無
料、学生は税込1,650円）・有効期間３年間（以降も継続して受講する場合の更新料は無料）●短期
講座など一般料金の設定のある講座は入会せずに受講できます。●受講料は前納制です。期の途中
から受講される場合は、残りの回数相当分の受講料をお支払下さい。●テキスト代や教材費等、別
途必要になることがあります。●講座は見学（20分・税込100円）ができます。（除外講座あり）●
講師の都合などで日程、時間を変更することがあります。●受講者が極端に少ない場合、講師のや
むを得ない事情等により、講座を延期または中止することがあります。●受講を解約される場合
は、受講料から手数料（税込550円）と、解約時期によって所定のキャンセル料（受講料の20％もし
くは30％）を差し引いて払い戻しいたします。入会金は原則払い戻しいたしません。教材費は払い
戻しできないことがあります。●料金のお支払は、現金、クレジットカード、振込（コンビニ・郵
便／要手数料）、ホームページでのクレジット支払がご利用いただけます。 

＜個人情報保護について＞ NHK文化センターは、お客様の個人情報の機密保持に万全を期してい
ます。お客様の個人情報は、講座に関する連絡や、NHK文化センターからのお知らせに使わせてい
ただくほか、お客様のサービス向上を図る目的で利用させていただきますが、ご本人の同意なしに
第三者に開示したり、提供したりすることはありません。 

※期の途中からでも受講いただけます 
新しい趣味を見つける～おすすめ講座～（教材･テキスト代別） 

～自分の世界を広げる～夜の講座 （教材･テキスト代別） ※期の途中からでも受講いただけます 

ワ ン コ 
先 生 の 

日本漢方薬学協会理事 永里 吉継 

知っているようでよく 

わからない漢方薬の 

世界。 

自分の体質をチェック

した上で、様々な悩み

や症状を改善していく

方法を食用漢方・疾患

別の漢方治療法に学び

ます。 

■水曜 (第2)           10:15～12:15 

■6か月(6回)         11,682円 

玉永 久美子・出 玲子 

 

  久保田 冴子 

楽 し い 絵 画 教 室  

  後藤 栄子 

■月曜 (第1･3)     13:00～15:00 

■6か月(12回)      23,364円 

フォークダンス 

池田 千恵  

デッサンを楽しむ 

成松 知子 
 

■火曜 (第1･3)     19:00～20:00 
■6か月(12回)        22,044円 

    合氣道 ひの心      佐藤 和男 

合気道は、力もスピー

ドも不要です。自分に

無理なく相手に合わせ

て技をかける。いま、

世界的に注目されてい

る武道です。合気道の

基礎をパーフェクトに

お教えします。 

■水曜 (第1･3)     19:00～20:30 

■6か月(12回)        20,592円 

力の要らない合気道 

   英会話講師    ボーフェ ゆき子 

海外旅行、外国のお客

様のおもてなしに、実

際に役立つ英会話を、

長野オリンピック通訳

の先生と、楽しく学び

ませんか。 

見学いつでも  

■火曜 (毎週)        19:00～20:30 

■3か月(12回)      24,816円 

Enjoy 英会話 

 

鶴屋友の会・ 
入会金が半額になります Tsuruyaカード会員様 は     

（毎週クラス) 
（月2回クラス) 

■火曜 (毎週)        19:00～20:00 
■3か月(12回)        22,044円 

（毎週クラス) 

（月2回クラス) 

子どもの書き方教室（硬筆・毛筆） 

美しい文字の書き方、

美しい姿勢をご指導し

ます。子どもたちの

「楽しい」「嬉しい」

を引き出しながら、そ

れぞれの目線に合わせ

て各自の才能や可能性

を見出していきます。 

※対象は小学生です。 

■水曜 (第１・３)   18:00～19:00 

■6か月(12回)        22,044円 

日本習字教育財団教授  村上 怜秀 

※花材費は1回3,300円（税込） 

 場合によっては花材費の追加負担があります。 

 


