
サルサ・ダンス 

ラテンダンスの一つであるサルサダンスは今や世界的に

ポピュラーなダンスです。サルサのリズムにのって心身

ともに解放し、いきいきと楽しく踊りましょう。 

 

 

 

４/２ ～（全 6 回） 

 

 

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  

（ 

お問い合わせ・お申込みは みなとふれあい館   ０３－５４７５－１３０５ 

暮らしの中の 池の坊 生け花 

花材に季節がなくなりつつある 今日、意識して華道の

本来ある季節を先取りした花材を取り入れて行います。 
 

 

受付時間：9:30-17:３0  休館日：日曜・祝日・12/27-1/5 

火 

 

時間：14:00－16:00（定員 8名） 
講師：内田華翠（Tel.6823-2751）料金：12,000円 

 

４/２ ～（全１２回） 

 

元社会部記者の 文章サロン Ａ 

作文添削で文章が見違えるように上手になります。 

書くことが楽しくなります。 

時間：15:30－17:30 (定員 12名) 

      講師：谷 久光（Tel.3450-0348）料金：10.800円 

 

料金：10,800円 

 

４/９ ～（全９回） 

 

気功教室 Ａ 

気功を通じて、自然治癒力を高め、心身の老化予防、

健康維持で生涯現役の社会参加を目的とします。 
 

 

４/３ ～（全１１回） 

 

かんたん、楽しい、英会話 
英語の語彙力は問いません。海外の文化や英語の絵本

の読み聞かせ等も含め、幅広い場面での英会話を 

リラックスした雰囲気で楽しく習得出来ます。 

木 

 

金 

 

時間：10：30－12：00（休憩 10分）（定員１2名） 

講師：河野典子（℡.080-5502-7169）料金：12.000円 

 

) 

080-5502-7169  

 

水 

 

時間：10:30－12:00 (定員 6名) 

講師：田邉 朝子（Tel.090-2464-3647）料金:10.000円 

 

 

楽しい 囲碁教室 Ａ 

初級～上級及び低段位者対象。囲碁の楽しさを追求しま

す。初級者の方、見学自由です。外国人の方にもお教え

します。 
 

 

時間：10:00－12:00 (定員 5名) 

講師：丹羽 茂夫（Tel.3449-1146）料金：9.000円 

 

 

４/４ ～（全１2 回） 

 

ゆったりストレッチ＆ 

スウィング・ジャズダンス 

懐かしい曲に身をゆだね、余分な力を抜いてスィングする楽し

さを実感してください。心身を開放し、若さを復活させます。 

 

 時間：13:00－15:00 (定員 5名) 

講師：田野日出子（Tel.3442-0668）料金：11.0000円 

４/４ ～（全１２回） 

 

毛筆書道教室 Ａ 

初めて書を学ぶ方、字を書くことに

劣等感を持って いる方から上級

者まで、その方に合わせた指導を  

いたします。 

 

４/５ ～（全 9 回） 

 

土 

 

時間：10:00－12:00 (定員 13名) 

講師：福岡 時夫（Tel.3444-0038） 

料金：10,800円 

 

 

楽しい 囲碁教室  B / C  

初級～上級及び低段位者対象。囲碁

の楽しさを追求します。初級者の

方、見学自由です。外国人の方にも

お教えします。 

 

 
時間：B 13：00-15：00 

    C 15:30－17:30(各定員５名) 

講師：丹羽 茂夫（Tel.3449-1146） 

料金：9,000円 

 

４/５ ～（全 12 回） 

 
芙蓉浩明の 新舞踊教室 

「踊りの輪で心の和を作る」こと

をモットーに楽しくお稽古をし

ていきます。 

 

 

４/５ ～（全 12 回） 

時間：13:00－15:00 (定員 5名) 

講 師 ： 小 林 明 子（ 芙 蓉 浩 明 ）

（Tel.3501-5777）料金：12,000円 

 

鉛筆デッサン・淡彩・水彩 

デッサンは視覚表現の基本です。鉛筆での正確な写生

で始め、淡彩の展開も可能です。作品をエッセイや自

分史などの挿絵にも。 
 

 

 

時間：10:00－12:00 (定員 10名) 

講師：大倉 冨美雄（Tel.3444-1760） 料金：14,400円 

 

４/６ ～（全９回） 

 鉛筆デッサン・アート小話 

鉛筆 1本でデッサンしましょう。そこから何か見えて

きます。それにつれてアートの面白みが深まる話題を

提供します。 
 

 

生活の日本語 Nihongo Lessons 
Japanese Language to live in Tokyo more 

comfortably. Join us to get daily 

Japanese with Culture and Useful Info 

From Intro to Intermediate Japanese in 

a small class. 
 

 

時間：15:30－17:00 (定員 15名) 

講師：木村  宣 料金：24,000円 

office@kizuna-academy.com 

 

 

英語を通じて欧米を知ろう 

楽しい英語 

英国の教材を主体とし幅広い英語の

実践を目指します。歌、詩、ジョー

ク格言と演習をします。 
 

 

４/６ ～（全８回） 

 

時間：10:00－12:00 (定員 6名) 

講師：丹羽 茂夫（Tel.3449-1146） 

料金：9,000円 

 

 

毛筆書道教室 Ｂ 

初めて書を学ぶ方、字を書くことに

劣等感を持っている方から上級者ま

で、その方に合わせた指導をいたし

ます。 

 

 
時間：10:00－12:00 (定員 13名) 

講師：福岡 時夫（Tel.3444-0038） 

料金：10,800円 

 

時間：13:30－15:00 (定員 10名) 

講師：大倉 冨美雄（Tel.3444-1760）料金：13,000円 

 

４/７ ～（全９回） 

 
楽しい 囲碁教室 D 

初級～上級及び低段位者対象。囲碁

の楽しさを追求します。初級者の

方、見学自由です。外国人の方にも

お教えします。 
 

 
時間：13:00－15:00 (定員 5名) 

講師：丹羽 茂夫（Tel.3449-1146） 

料金：9,000円 

 

伊藤豪の読み聞かせ・朗読・語りの表現講座 

ボイストレーニングを初め、本格的な一味違うレッス

ンで、豊かな表現力を！日頃のコミュニケーション力

も高めます。 

 
 

 

４/７ ～（全１２回） 

 
気功教室 Ｂ 

気功を通じて、自然治癒力を高め、

心身の老化予防、健康維持で生涯 

現役の社会参加を目的とします。 
 

 時間：13:30－15:00 (定員 6名) 

講師：田邉 朝子（Tel.090-2464-3647） 

料金：10,000円 

 

時間：15:30－17:30 (定員 10名) 

講師：伊藤 豪（Tel.090-3506-2475）料金：10,000円 

 

４/７ ～（全１１回） 

 

４/６ ～（全 10 回） 

のびのびおりがみを嬉しむ会 
四季折々の歳時記、動物、花遊ぶ物、色紙に貼るもの、

実用的な物等、子供から大人まで楽しめる作品を制作

します。 

港区の魅力探訪 歴史ガイド倶楽部 

わが街港区の歴史・文化を経験豊かな講師がさまざま

な角度から解りやすく紹介します。(座学と歩学があり

ます) 

 
 

 

４/６ ～（全９回） 

 

時間：13:30－15:00 (定員 10名) 

講師：歴史ガイド倶楽部 部員 料金：9,000円 

代表：宮田 照子（Tel.090-8497-0272） 

 

 

４/７ ～（全１2 回） 

 

４/７ ～（全１2 回） 

 

４/３ ～（全１０回） 

やさしい俳句教室 Ａ 

俳句は日記。五七五のリズムで、四季を通して日々を楽しみ

ましょう。俳句の基本、表現力を磨く。名句の鑑賞 

時間：13：00－15:00 (定員 10名) 

講師：吉野 園子（Tel：3446-8306）料金：10.000円 

 

 

時間：10:30－12:00（定員 12名） 
講師：宮澤 緑 (Ｔel.080-5688-3853）料金：12.000 

４/２ ～（全 12 回） 

 

月 

 

時間：10:00－12:00 (定員 10名) 

講師：倉坪 妙子（Tel.3455-146）料金：12.000円 

 

料金：12,000円 

 

元社会部記者の 文章サロン Ｂ 

作文添削で文章が見違えるように上手になります。 

書くことが楽しくなります。 

 
時間：15:30－17:30 (定員 12名) 

    講師：谷 久光（Tel.3450-0348）料金：10.800円 

     

４/４～（全９回） ４/４～（全１０回） 


