
火 木 金

　　English 「週刊碁」元編集長の

Conversation 　　淡彩・水彩
　幅広い場面での英会話をリラックスした 　漢字と仮名の古典を学び、百人一首や 　 多面打ち指導対局を主に、級位者が  初めて書を学ぶ方、字を書くことに  デッサンは視覚表現の基本です。  新聞や雑誌の記事をもとに それについて  初めて書を学ぶ方、字を書くことに 　
　雰囲気で楽しく習得出来ます。 　実用書道にも挑戦！作品づくりを楽しみ 　 苦手とする接近戦、詰碁を解く  劣等感を持っている方から上級者まで、  鉛筆での正確な写生で始め、淡彩の  英語でディスカッションします。  劣等感を持っている方から上級者まで、
　どなたでも参加できます。 　ながら、美しい字が身につきます。  　などで囲碁上達を目指します。  その方に合わせた指導をいたします。  展開も可能です。  (文法 ・語彙説明を含む）  その方に合せた指導をいたします。

キャンセル待ち キャンセル待ち キャンセル待ち  作品をエッセイや自分史などの挿絵にも。 キャンセル待ち キャンセル待ち

 ＜日時＞：　7/6～  ＜日時＞：　7/14～  ＜日時＞：　7/1～  ＜日時＞：　7/2～  ＜日時＞：　7/3～  ＜日時＞：　7/4～  ＜日時＞：　7/4～
　　　　　　　   （全 11回） 　　　　　　　　（全9回） 　　　　　　　   （全 12回） 　　　　　　　   （全 9回） 　　　　　　　   （全8回） 　　　　　       （全12回） 　　　　　　　   （全 9回）
　　　　　　　   10：30～12：00 　　　　　　　   10：00～12：00 　　　　　　　   10：00～12：00 　　　　　　　   10：00～12：00 　　　　　　　   10：00～12：00 　　　　　　　   10：00～12：00 　　　　　　　   10：00～12：00
 ＜講師＞：ﾏｰﾁﾝ･ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ　  ＜講師＞：　峯崎　恵紀  ＜講師＞：　竹田 雅一　  ＜講師＞：　福岡 時夫  ＜講師＞：　大倉 冨美雄  ＜講師＞：マーチン・チャールズ・フレデリック  ＜講師＞：　福岡 時夫
　　　　　　　   ℡ 090-3915-6506 　　　　　　   　℡ 090-9395-8786 　　　　　　     ℡ 6320-1154 　　　　　　   　℡ 3444-0038 　　　　　　  　 ℡ 3444-1760 　　　　　　  　℡ 090-3915-6506 　　　　　　　   ℡ 3444-0038
 ＜料金＞：　14,300円  ＜料金＞：　10,800円  ＜料金＞：　9,000円  ＜料金＞：　10,800円  ＜料金＞：　14,400円  ＜料金＞： 18,000円  ＜料金＞：　10,800円
 ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：　6名  ＜定員＞：　13名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：　12名

のびのび  ゆったりストレッチ＆ NEW  The Saturday
おりがみを嬉しむ会 スウィング・ジャズダンス

 　ラテンダンスの一つであるサルサは、  気功を通じて自然治癒力を高め、心身 　 四季折々の歳時記、動物、花遊ぶ  懐かしい曲に身をゆだね、余分な   ラテンダンスの一つであるサルサは、   鉛筆1本でデッサンしましょう。 　実践的な発信スキルをアップしたい方の   気功を通じて自然治癒力を高め、 
　世界的に ポピュラーなダンスです。　  の老化予防、健康保持で生涯現役の 　 物、色紙に貼る物、実用的な物等、  力を抜いてスウィングする楽しさ   世界的にポピュラーなダンスです。   そこから何か見えてきます。 　ための双方向英会話クラスです。   心身の老化予防、健康保持で生涯
　サルサのリズムにのって,心身ともに  社会参加を目的とします。 　 子供から大人まで楽しめる作品を　　　　  を実感して下さい。   サルサのリズムにのって心身ともに   それにつれてアートの面白みが深まる 　日常会話及び時事トピックを扱った   現役の社会参加を目的とします。
 　開放し、いきいきと楽しく踊りましょう。 キャンセル待ち  　制作します。  心身を解放し,若さを復活させます。    解放し、いきいきと楽しく踊りましょう。   話題を提供します。 　英会話です。

キャンセル待ち キャンセル待ち キャンセル待ち

 ＜日時＞：　7/6～  ＜日時＞：　7/7～  ＜日時＞：　７/１～  ＜日時＞：　7/8～  ＜日時＞：　7/2～  ＜日時＞：　7/3～ ＜日時＞：　7/4～  ＜日時＞：　7/4～
　　　　　　　   （全 11回） 　　　　　　　   （全 11回） 　               　（第1・3水・全 6回） 　   　　　　     （全 10回） 　　　　　　　　 （全 12回） 　　　　　　　   （全　8回） 　　　　　　　   （全 11回） 　　　　　　　   （全 11回）
　　　　　　　   10：30～12：00 　　　　　　　   10：30～12：00 　　　　　　　    13：00～15：00 　　　　　　　    13：00～15：00 　　　　　　　　 10：30～12：00 　　　　　　   　13：30～15：00 　　　　　　　   13：30～14：30 　　　　　　　   13：30～15：00
 ＜講師＞：　宮澤 　緑  ＜講師＞：　田邊 朝子  ＜講師＞：　倉坪 妙子　　  ＜講師＞：　田野 日出子  ＜講師＞：　宮澤　緑  ＜講師＞：　大倉 冨美雄  ＜講師＞：　藤澤 信一郎   ＜講師＞：　田邊 朝子  
　　　　　　　   ℡ 080-5688-3853 　　　　　　　   ℡ 090-2464-3647 　　　　　　　　 ℡ 3455-7555 　　　　　　     ℡ 3442-0668 　　　　　　　   ℡ 080-5688-3853 　　　　　　  　 ℡ 3444-1760 　　　　　　  　 ℡ 5421-0764 　　　　　　  　 ℡ 090-2464-3647
 ＜料金＞：　11,000円  ＜料金＞：　10,000円  ＜料金＞：　6,000円  ＜料金＞：　11,000円  ＜料金＞：　12,000円  ＜料金＞：　13,600円  ＜料金＞：　10,000円  ＜料金＞：　11,000円
 ＜定員＞：　6名  ＜定員＞：　8名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：　5名  ＜定員＞：　6名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：　8名

　やさしく、短いフレーズで 港区の魅力探訪
中国北京語会話

キャンセル待ち キャンセル待ち
　短いフレーズを使った会話を中心に 　 俳句は日記。五七五のリズムで、  「踊りの輪で心の和を作る」ことをモ  わが街港区の歴史・文化を経験豊かな
　指導します。生徒各々の希望に沿って  　四季を通して日々を楽しみましょう。   ットーに 楽しくお稽古をしていきます。  講師がさまざまな角度から解りやすく
　授業を行います。皆様の関心あるテー  　俳句の基本、表現力を磨く。  紹介します。 (座学と歩学があります。）
　マを決めて毎回会話を広げましょう。 　（ 名句鑑賞）

　＜日時＞：　7/13～  ＜日時＞：　7/7～  ＜日時＞：　7/2～  ＜日時＞：　9/4～
　　  　　　　　　（全10回） 　　　　　　　   （全9回） 　　　　　　　   （全12回） 　　　　　　　   （全 3回）
　　　　  　　　　13：00～15：00 　　　　　　　   13：00～15：00 　　　　　　　   13：00～15：00 　　　　　　　   13：30～15：00
　＜講師＞：　小林 大衛  ＜講師＞：　吉野 園子  ＜講師＞： 小林　明子（芙蓉浩明）  ＜講師＞：  歴史ガイド倶楽部 部員
　　　　            ℡ 080-4598-1633 　　　　　　　   ℡ 3446-8306 　　　　　　    ℡ 3501-5777 　代表　宮田　照子℡090- 8497-0272
 　＜料金＞：　10,000円  ＜料金＞：　9,000円  ＜料金＞：  12,000円  ＜料金＞：   3,000円
 　＜定員＞：　12名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：   6名  ＜定員＞：  12名

暮らしの中の 「週刊碁」元編集長の 伊藤豪の読み聞かせ・朗読

池の坊 生け花  囲碁上達教室　B 語りの表現講座

　　意識して華道の本来ある季節を先取り  新聞や雑誌の記事をもとに それについて 　苦手とする接近戦、詰碁を解くなどで 　 日頃の、コミュニケーション力も高め
　　した花材を取り入れて行います。  英語でディスカッションします。 　囲碁上達を目指します。 　 ます。

 (文法 ・語彙説明を含む） キャンセル待ち

  　＜日時＞： 7/6～  ＜日時＞：　7/7～  ＜日時＞：　7/2～  ＜日時＞：  7/3～
　               　（第1・3月・全 6回） 　　　　　       （全12回） 　　　　　　　   （全12回） 　　　　　　　   （全 10回）
　  　          　 15：30～17：30 　　　　　　　   15：30～17：30 　　　　　　　   13：00～15：00 　　　　　　　   15：30～17：30
  　＜講師＞： 内田 華翠  ＜講師＞：マーチン・チャールズ・フレデリック  ＜講師＞：  竹田 雅一  ＜講師＞：　伊藤　豪雄
   　             　℡ 6429-8200 　　　　　　  　℡ 090-3915-6506 　　　　　　   　℡ 6320-1154 　　　　　　　   ℡ 090-3506-2475
  　＜料金＞： 12,000円  ＜料金＞： 18,000円  ＜料金＞：   9,000円  ＜料金＞：　10,000円
  　＜定員＞： 8名  ＜定員＞：　10名  ＜定員＞：   6名  ＜定員＞：　10名

NEW　 News,ｃulture and

            sports in English

サルサ・ダンス A

新舞踊教室

　　　　　　　  　　　　      ℡ 3450-0348

 　　　　      ＜日時＞：  7/8～

気功教室　Ａ

　　　　　　　  　　　　      （全 9回）
　　　　　　　  　　　　      15：30～17：30

 　　　　　 書くことが楽しくなります。

キャンセル待ち

芙蓉浩明のやさしい俳句教室

月

 　　　　      ＜定員＞： 12名

水

 かなと実用書道 毛筆書道教室 B毛筆書道教室 Ａ
 囲碁上達教室　A

 　　　　      ＜料金＞： 12,600円

 　　　　      ＜講師＞： 谷　久光

News,ｃulture and sports 

歴史ガイド倶楽部
 　　　　　 作文添削で文章が見違えるように上手になります。

土

in English 

気功教室　Ｂサルサ・ダンス B 　　鉛筆デッサン
アート小話 Afternoon English

　鉛筆デッサン

文章サロン

ふれあいカルチャー講座　2020年7月～9月期

みなとふれあい館
             　 ℡　03-5475-1305

         　 受付時間 ： 9：30-17：30

        　休館日：日曜・祝日 12/27-1/5


