
2022年1月8日　土曜日　＜12＞

検索リビングカルチャーセンターはません校

☎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）

お問い合わせメール lcul.info@gmail.com

リビングカルチャーセンター はません校

2022年のチャレンジを応援!
あなたの「やりたい!」に応えます

基礎から始める　レザークラフト
［月２回］自分の好きな革小物作りにチャレンジ

見
・講師／森川嘉昭
（レザークラフトショップ
「ANGEL」講師）

・日時／第②④水曜
10:30～12:30

・受講料／3360円

シルバージュエリー
［月２回］アイテムもデザインも自由に

見
・講師／福良有子
（シルバークレイアカデ
ミー講師）

・日時／第①③土曜
10:30～12:30

・受講料／3360円

木彫りクラフト
［月２回］木のぬくもりを感じて作る

見
・講師／河上啓治
（熊本市生きがい作業所
木彫り教室講師）

・日時／第①③月曜
13:30～15:30

・受講料／3520円

トールペイント
［月２回］あらゆる素材に絵を描く

見
・講師／吉原美代子
（日本手芸普及協会ペイン
ト部門認定講師）

・日時／第①③木曜
10:30～12:30

・受講料／3360円

花育！ ガーデンリーフ・フラワー
［月１回］大切に育てた草花を器に生ける

見
・講師／堀川弘子
（ガーデンリーフ・フラワー
代表）

・日時／第④月曜
10:30～12:30

・受講料／2040円

フラワーアレンジ＆レカンフラワー
［月２回］自然の花そのものの美しさを保存

見
・講師／青山かおる
（日本ヴォーグ社レカンフ
ラワー講師）

・日時／第②④水曜
13:30～15:30

・受講料／3360円

生け花　小原流
［月２or３回］身の回りの空間を美しく飾る

見

・講師／杉本和代
（小原流熊本支部支部長）
・日時／第①③木曜
13:30～15:30or
 19:00～21:00
・受講料／3360円
・日時／第①②③木曜
13:30～15:30

・受講料／4820円

野の花　いけばな　草心流
［月１回］草花をナチュラルな雰囲気に生ける

見 体
・講師／板垣草響
（華道 草心流 教授）

・日時／第④木曜
10:30～12:30or
 13:30～15:30
・受講料／2040円

オリタヒチ（タヒチアンダンス）
［月3回］楽しく・激しく・キレイに躍る！

見
・講師／田崎蒼衣
（吉永フラ・タヒチアンダン
ストップインストラクター）

・日時／第①②③火曜
19:30～20:30

・受講料／4820円

基礎から学べる　フラダンス
［月3回］伝統的なリズムに合わせて舞う

見
・講師／田崎広美
（吉永成美フラ・タヒチア
ンダンススクール講師）

・日時／第①②③水曜
19:45～20:45

・受講料／4820円

はじめての民謡舞踊
［月２回］美しい所作で楽しく舞う

・講師／井上明峰
（日本民謡協会　教授）

・日時／第②④火曜
13:30～15:00

・受講料／3520円
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大人のクラシックバレエ
［月４回］バレリーナのような体型づくりに

見
・講師／上野希枝
（KIEダンシングプラザ主宰）

・日時／第①②③④金曜
 19:15～20:30
・受講料／5970円

体体

坐禅＆禅語
［月1回］心と体を整える

見
・講師／柏木晟孝
 （曹洞宗 味取り観音 瑞泉
寺副住職）

・日時／第④月曜
19:30～20:50

・受講料／2040円

美・リンパストレッチ
［月4回］インナーマッスルも鍛えて筋力アップ

体見
・講師／吉永ますみ
（日本リンパ美容整形師協会 
認定講師）

・日時／第①②③④月曜
10:30～12:00

・受講料／5970円

スローヨガ
［月4回］健康的な体と心を保ちましょう！

体見
・講師／西本しおり
（インターナショナルヨガ
センター認定講師）

・日時／第①②③④金曜
10:30～12:00

・受講料／5970円

リフレッシュヨーガ
［月4回］ストレスの多い現代人にぴったり！

体見
・講師／仲田環　　　
井手上領子

（日本ヨーガ学会名誉教
授）

・日時／第①②③④土曜
13:30～15:00

・受講料／5970円

ダンスセラピー
［月3回］ラテン音楽に合わせて心も体も楽しく

体見
・講師／松村梨代
（サルサダンサー/インスト
ラクター/コレオグラファー）

・日時／第①②③月曜
19:30～20:30

・受講料／5100円

護身マーシャルアーツ（大人）
［月2回］パンチやキックでストレス発散！

体見
・講師／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）

・日時／第①③月曜
19:20～20:50

・受講料／3360円

現代ペン字・夜
［月3回］美しい文字は一生の財産に

・講師／萱野一巳
（日本現代ペン書道学会 
講師）

・日時／第①②③月曜
19:00～20:45

・受講料／4820円

体見

おやすみ前のリセットYOGA
［月4回］体と呼吸に意識を向けて疲れをリセット

体見
・講師／石田貴子
（日本ヨーガ療法学会認
定療法士）

・日時／第①②③④木曜
19:50～21:00

・受講料／5970円
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詳細はHPを 【感染症対策を徹底しています】
◎入口に自動検温機を設置
◎各講座の人数制限
◎スタッフ全員、検温チェックと
　手指の消毒　◎常時換気など　

◎別途入会金3300円が必要です
◎受講料以外に教材費が必要な講座もあります。
＊詳しくはホームページから
　各講座のページを確認ください ※料金は税込

見 …見学OK！ 気軽に連絡ください

体 …ワンコイン（500円）で体験できます

心が豊かになる！ 体験型心理学入門
［月1回］座学＆体験型の心理学講座

体NEW

体短期 体短期

体NEW 体NEW

体特別講座 体特別講座

体NEW
・講師／堀川香代
（公認心理師・国家資格）

・日時／第③日曜
10:30～12:00

・受講料／2200円

［月2回］プロダンサーが直接指導！

・講師／AYAKA
（元劇団四季俳優）

・日時／第①③木曜
19:30～20:30

・受講料／3520円

発酵食品を使った美味しい料理
［月1回］食べて腸活になる料理講座

・講師／原野昭子
（管理栄養士）
・日時／第①水曜
14:00～16:30

・受講料／4080円
※受講場所は
　九州電力 熊本支店

発酵食品で美腸＆長寿
［月1回］座学で発酵食品を学びます

・講師／大庭理一郎
（崇城大学名誉教授・農学
博士）

・日時／第④日曜
10:30～12:00

・受講料／2200円
 テキスト別途660円

秘書検定２級対策講座
［全6回］6月の検定試験を目指します！

・講師／出田里美
（日本航空 国際・国内客室
乗務員歴10年）

・日時／第①③火曜
19:00～20:30

・受講料／19800円
 テキスト別途1430円

色彩検定３級対策講座
［全6回］６月の検定合格へ向けたプログラム

・講師／佐藤智恵
（空間カラーコンサルタント）

・日時／１月～４月第④
土曜、5月14・28日

 15:45～17:15
・受講料／19800円
テキスト別途2420円

マスクメイク美人
［1回］個別にメイク指導を行います

・講師／出田里美
（日本航空 国際・国内客室
乗務員歴10年）

・日時　2/5（土）
10:30～12:30

・受講料／3520円

整理収納アドバイザー2級認定
［1回］１日で２級認定資格を取得！

・講師／キタノヒロミ
（NPO法人ハウスキーピ
ング協会認定講師）

・日時　3/13（日）
10:00～17：00

・受講料／24700円
 テキスト・認定料含む
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3/27ミュージカルJAZZダンス

一般講座、短期講座、資格取得 etc.様々なジャンルの講座をご用意しています!


