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11月30日（水）までに
新規で入会申込

ご希望の講座を選択
電話にてお問い合せ・申し込み
熊本リビング新聞社にて
入会手続き
12月より受講スタート!

1

最低3ヵ月の
受講が必要

2

ゆめタウンはません２階フロアの全面オープンに伴い、リビングカル
チャーセンターはません校も１２月１日より再開します。受講中の皆さ
ま、大変長らくお待たせしました。また、これを機に「何か習い事を始
めたい」と思っていらっしゃる皆さまのために、入会金無料キャンペー
ンを実施します。皆さんの「学びたい！」を応援します。

全74
講座
2016.10.26現在

（12のキッズ講座を含む）

ゆめタウンはません 本館2階

☎096-370-1112
熊本市南区田井島1-2-1（ゆめタウンはません 本館２階）　
営業時間／10:00～19:30（日曜～16:30、祝日は通常営業）
お問合せメールはコチラ→ lcul.info@gmail.com

☎090-5724-4108
熊本リビング新聞社内事務局
熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階
営業時間／月～土曜9:30～18:00（日曜、祝日は休）

熊本リビング新聞社が
企画・運営する

カルチャースクールです

パッチワークキルト
教室用キットで気軽に始める

林 しょうこ
（キルトネージュ 主宰、こうの早苗
パッチワークキルトスクール 認定講師）
日／第②④木曜
時／10：30～12：30
料／3290円　　　　　

オールラウンドフラワー
アレンジ、プリザ、生け花なんでもあり

益田 純子
（日本フラワーデザイナー協会 講師）

日／第②④月曜
時／13:30～15:30
料／3290円

はじめての社交ダンス
姿勢や歩き方、リズムの取り方から

外村 秀夫
（日本ボールルームダンス連盟 
                 商業インストラクター）
日／第①②③④月曜
時／13:30～15:00
料／5860円

リフレッシュヨーガ
日常の忙しさを忘れリラックス

仲田 環
（日本ヨーガ学会 名誉教授・筆頭講師）

日／第①②③④土曜
時／13:30～15:00
料／5860円

ハワイアンダンス
優しい音楽と優雅な踊りで癒しましょう

矢野 朝子
（九州ハワイアン協会 専任講師）

日／第①②③木曜
時／13:30～14:30
料／4730円

ココロとカラダにやさしいヨーガ
体をねじることで内臓が鍛えられ元気に

木原 美保
（日本ヨーガ学会 准教授）

日／第①②③④水曜
時／15:00～16:30
料／5860円

情熱のラテンダンス
情熱的に踊りシェイプアップにも

外村 秀夫
（日本ボールルームダンス連盟 
                 商業インストラクター）
日／第①②③④土曜
時／13:30～15:00
料／5860円

すぐに使える算命占い
習ったその日から占えます

Michar（ミーシャ）
（東明流 上級講師、Office Michar代表）
日／第①③土曜
時／15:30～17：00
料／3290円

トールペイント
いろいろな技法を楽しく学ぼう

太田 美寿子
（日本デコラティブペインティング協会講師会員）

日／第①③木曜
時／10：30～12：30
料／3290円

フラワーデザイン
テーブル花やアレンジ、ブーケ作りも

野田 淑子
（日本フラワーデザイナー協会 講師）

日／第①③火曜
時／13:30～15:30
料／3290円

レカンフラワー
押し花でも造花でもないお花の宝石箱

益田 純子
（レカンフラワー 講師）

日／第②④水曜
時／13:30～15:30
料／3290円

スケッチと水彩画
気軽に楽しく描こう！

島野 順子
（画家・県美術家連盟会員、東光会会員、銀光会 会員）
日／第②④火曜
　　第②④金曜
時／10：30～12：30
料／3290円

さわやか太極拳
体に負担をかけない、全身運動

橋本 良子
（JWTF日本武術太極拳連盟 太極拳
三段・公認A級指導員・公認2級審判員）
日／第①②③④水曜
時／13:30～15:00
料／5860円

ゴスペル&ポップス
唄と魂があみ出すハーモニーに感動

後藤 素子
（MOKOミュージックスクール・M&G
　　　ボイストレーニングスクール主宰）
日／第②④火曜
時／19:00～20:30
料／3290円

古典フラ
伝統的な本場のフラを心地よく踊ります

ＭＥＧＵＭＩ
（吉永フラ・タヒチアンダンススクール
           タヒチアンインストラクター）
日／第①②③水曜
時／20:15～21:15
料／4730円

ステンドグラス
生活に温もりある彩りをプラス

田中 すみよ
（ステンドグラスアート1級技能士）
日／第①③土曜
　　第②④土曜
時／13:00～15:00
料／3290円

智能気功
無理のない動きと呼吸法で健康維持に

木本 聰子
（智能気功 専任講師）

日／第①②③④火曜
時／10:30～12:00
料／5860円

野の花いけばな 草心流
定員
間近

家元二代目が教える

板垣 草人
（華道 草心流 教授）
日／第④木曜
時／10：30～12：30
　　13:30～15:30
料／1950円

島野 順子
（画家・県美術家連盟会員、
　　　　　東光会会員、銀光会 会員）
日／第②④金曜
時／13:30～16:00
料／3290円

油絵入門
日常の感動をキャンバスに表現しよう

水 墨 画
奥深い墨の世界を探究

松本 昇
（熊本県日本画協会理事）

日／第①②③火曜
時／10：30～12：30
料／4730円

墨彩画&絵手紙
あなたの個性で楽しく描こう

米田 隆子
（絵てがみ 講師）
日／第①③水曜
時／初級クラス 10:30～12:30
　　中級クラス 13:30～15:30
料／3290円

気軽に実用書道
年賀状の宛名書きもスムーズに

橋口 秀芳
（秀芳書道会 主宰）

日／第②④火曜 
時／13:30～15:30
料／3290円

ダリンのアクティブ英会話 3月まで

グレードアップの英会話

キール・ダリン
（ロイヤル・インターナショナル・
                 サービス 代表取締役）
日／第①②③④月曜
時／１１:45～12:45
料／8640円

奥村 隆志
（新写真派協会 会員）

日／第②④金曜
時／10：30～12：30
料／3290円

楽しい写真教室
カメラの選び方、風景の撮り方を指導

ポップスウクレレ
ギターに挫折した人にもオススメ

ボンボ藤井
（フェイマスウクレレインストラクター）
日／第①③金曜
時／13:00～13:45
　　13:50～14:35
料／3290円

満

楽しいカラオケ（ポップス＆演歌）3月まで
ナツメロから流行歌まで

藤野 徳子
（笹原歌謡学院 講師）

日／第①③水曜
時／13：00～14：30
　　14：45～16：15
料／3290円　　　　　　　　　

バレエエクササイズ
いつまでも若々しく美ボディを目指して！

上野 希枝
（KIEダンシングプラザ主宰）

日／第①②③金曜
時／13:30～14:30
料／4730円

たのしむ易学
運命という神秘の世界を学びませんか

山﨑 さえ
（東洋易学学会教授、鑑定士）
日／第①③火曜13:30～15:30
　　第②④土曜10:30～12:30
料／3290円

はじめてのフラメンコ
本場スペインで修業した舞踏家から学ぶ

林田 紗綾
（エストゥディオ・アレグリアス 主宰）
日／第①②③金曜
時／10:30～11:30
料／4730円

シルバージュエリー
1回ごとに作品が完成。満足＆達成感大

福良 有子
（シルバークレイアカデミー 講師）

日／第①③土曜
時／10：30～12：30
料／3290円

矢次 淳子
（文部科学省後援 毛糸・レース編み物技能検定審査委員）
日／第②④金曜
時／10：30～12：30
　　13:00～15:00
料／3290円

おしゃれな手編み
自己流をグレードアップにつなげよう

シニアのための健康麻雀
初心者大歓迎！ルールも一から丁寧に指導

築地 孝昭
（熊本健康麻雀協会理事長）

日／第①②③月曜
　　第①②③水曜
時／10:30～12:30
料／4730円

美・リンパストレッチ
リンパを刺激していつまでも若々しく！

吉永 ますみ
（日本リンパ美容整形師協会認定講師）

日／第①②③④月曜
時／10:30～12:00
料／5860円

お灸でセルフケア
人体のツボを学び温めて健康に

松本 智子
（鍼灸師・国際薬膳師）

日／第①③木曜
時／10:30～12:00
料／3290円

楽しく脳活! 音楽療法音楽のチカラで体を癒すNEW

小林 真寿子
（日本音楽療法学会認定音楽療法士）

日 第①③水曜
時 13:00～14:30
料 3290円

リラックスメソッド 気功＆ヨガ自分を見つめる時間にNEW

松本 智子
（国際気功研究所講師）

日 第②④木曜
時 10:30～12:00
料 3290円

オリタヒチ（タヒチアンダンス）
基礎からダンス大会へ。夢が広がります

甲田 美香
（吉永フラ・タヒチアンダンススクール
 　　　　　　　　1級インストラクター）
日／第②③④火曜
時／20:00～21:00
料／4730円

基礎から学べる油絵 3月まで

個人のレベルに合わせ丁寧に指導します！

藤田 ひろぶみ
（NAU21世紀美術連立展会員・熊本美術家連盟会員）

日／第①②③④水曜
時／19:00～21:00
料／5860円

護身マーシャルアーツ
ハリウッドで活躍の元スタントマンが教える

ＭＡＫＯＴＯ ＴＡＮＡＫＡ
（カリフォルニア州公認 マーシャルアーツインストラクター）

日／第①③月曜
時／19:30～21:00
料／月2回3290円

Day
窯元で作る陶芸品
作る楽しみ、使う楽しみ

佐藤 志保子
（「土のあとりえ志保」主宰）

日／第②③水曜
時／13:30～16:30
料／4320円

Day
肥後象がん＆シルバー
伝統技法を取り入れた新しいジュエリー

麻生 翼
（彫金・肥後象がん作家）

日／第①③火曜
時／13:30～15:30
料／3290円

舞気功花架拳
武術なのに舞を思わせる優雅な動き

原 由美子
（日本花架拳学会 教授）

日／第①②③④月曜
時／13:30～15:00
料／5860円

気軽にはじめる実用書道
定員
間近

流れるような美しい文字に

西村 草翠
（草翠書道会 主宰）

日／第①③金曜
時／19:00～21:00
料／3290円

ヴォイストレーニング
ワンランク上のスキルをマスター

後藤 素子
（MOKOミュージックスクール・M&G
　　ボイストレーニングスクール主宰）
日／第①③金曜
時／19:00～20:30
料／3290円

大人のクラシックバレエ
締まったボディ、立ち居振る舞いを優雅に

上野 希枝
（KIEダンシングプラザ 主宰）

日／第①②③④金曜
時／19:15～20:30
料／5860円

大人の合氣道(中学生～大人)
心身を鍛えストレス解消にも

佐成 隆司
（心身統一合氣道県支部代表）

日／第①②③④土曜
時／18:00～19:30
料／5860円

楽しく踊るZUMBA（ズンバ）
ラテン音楽でダンスエクササイズ

鈴木　亜矢
（AFAAJAPANズンバ 
　　　　フィットネスインストラクター）
日／第①③木曜
時／20：15～21：15
料／3290円

スタイリッシュサルサ
講師はプロのダンサーとしても活躍中

ＲＩＯ
（ダンサー、インストラクター、コレオグラファー）

日／第①②③木曜
時／19:45～20:45
料／4730円

魅惑のベリーダンス
女性が最高に輝くダンス！

上村 葉子
（上村葉子ベリーダンスグループ代表ベリーダンサー）

日／第①②③金曜
時／19:30～21:00
料／4860円

美ボディピラティス
体幹を鍛えしなやかで美しい体づくりを

西村 季里子
（pilates studio kiraru 所属、
 Crowne Pilates Mat Instructor）
日／第①②③④土曜
時／19:00～20:00
料／5860円

パーティーダンス・社交ダンス（入門）
やさしいステップから、はじめましょう

外村 早苗
（日本ボールルームダンス連盟 
             商業インストラクター）
日／第①②③④水曜
時／19:00～20:30
料／5860円

タヒチアンダンス
上手い下手は関係なし、楽しく踊ろう

ＭＥＧＵＭＩ
（吉永フラ・タヒチアンダンススクール
           タヒチアンインストラクター）
日／第①②③水曜
時／19:15～20:15
受／4730円

HIP-HOPニューヨークスタイル
ＮＹ仕込みのダンスにチャレンジ

HIDE（ヒデ）
（バレンタイン・デュウ ダンスインストラクター）

日／第①②③水曜
時／18:00～19:00
料／4730円

いけばな 池坊
平成26年県芸術功労者が指南

松井 宣澄
（華道家元 池坊華道会 評議員）
日／第①②③月曜
時／19:30～21:30
料／月3回4730円
　　月2回3290円

心と体を整える坐禅と禅語
本当の自分にもどる空間を大切に

中山 義紹
（曹洞宗 本覚山 浄国寺 住職）

日／第④月曜
時／19:30～21:00
料／2000円

生け花小原流
季節の花で空間に彩りを。資格取得も

大野 由美子
（小原流 家元教授）
日／第①②③木曜
時／13:30～15:30
　　19:30～21:30
料／月3回4730円
　　月2回3290円

現代ペン習字（ボールペン・筆ペン）
書写技能検定の合格者も輩出

上野 白華
（文部科学省後援 書写技能検定
 審査委員、日本現代ペン書道学会熊本支局長）

日／第①②③火曜
時／18:30～20:30
料／4730円

現代ペン習字（ボールペン・筆ペン）
書写技能検定の合格者も輩出

上野 白華
（文部科学省後援 書写技能検定
 審査委員、日本現代ペン書道学会熊本支局長）

日／第①②③木曜
時／10:30～12:30
料／4730円

すぐに役立つペン字
仕事で評価されたいあなたへ

片岡 志保
（日本ペン習字研究会 講師）

日／第②④金曜
時／19:00～21:00
料／3290円

本物の目を養う日曜芸術学
作品に込められた思いや技法を学びます

上野 純雄
（現在アート主宰 「芽」編集長）

日／第③日曜
時／10:30～12:00
料／2000円

ダリンのビギナー英会話 3月まで

キール・ダリン
（ロイヤル・インターナショナル・
                 サービス 代表取締役）
日／第①②③④月曜
時／10:15～11:15
料／8640円

優しく丁寧に指導。まずは自己紹介から

楽しく遊ぶタロット
今日の運勢や吉日・吉方位まで

Michar（ミーシャ）
（東明流 上級講師、Office Michar代表）
日／第①③土曜
時／13：30～15：00
料／3290円

注目の新講座! 心・美・体
の健康に

キッズ講座（12講座）も
新規入会受付中!
詳しくは30ページ、またはHPをチェック!

検索リビングカルチャーセンターはません校

11月30日迄のお問合わせ （臨時回線） 12月からのお問合わせ
※受講料以外に教材費が別途かかる
　講座があります。また講座で使用する
　道具など、持参品についての詳細は
　お問合わせ下さい。 
※料金は全て税込です。

平日の日中
から

自分磨き

平日
仕事帰りに
自分磨き

週末講座!
平日は時間が
ない人、必見

美的センスを
さらに
磨きたい

月1回ペース
だから無理なく
はじめられる

　昔の懐かしい歌謡曲・童謡曲を歌い、また楽
器を奏でたり、踊ったりすることで昔を思い出し、
脳の活性化を促します。歌うことで喉の筋力を
鍛えられるので、誤嚥予防にもなります。歌って、
笑って、踊って楽しみながら病院知らずの健康
寿命を高めましょう。

　いつも忙しかったり強い緊張を感じたりとス
トレスの多い毎日で、自然性・協調性・感性等の
バランスを崩しがち。この講座では、気功とヨガ
両方の特性を生かしながら、真の意味での健
康．．．心と体のバランスを目指します。

リビングカルチャーセンター12月1日  より再開します！木
習い事が入会金
無料で

始められます！

リビングカルチャーセンター12月1日 より再開します！木
12月の新規入会で 入会金(通常3240円)を無料にします！特別

キャン
ペーン

場所／北区鶴羽田
(ユウベルホテル近く)

女性
限定


