
☎(023)642-9268
山形市七日町２丁目7-10 ナナ・ビーンズビル2階
メール：yamagata.bunka@ytbldg.jp

趣味も 資格も

新 講 座

淡 彩 画 日 本 画

● 第２・４（月）10：00～12：00
● 月２回／ 3,564円（別途教材費）
● 講師 堀本 千明

● 第２・４（月）13：00～15：00
● 月２回／ 3,564円（別途教材費）
● 講師 堀本 千明

着 付・ 紐 結 び
● 第２・４（月）18：30～20：30
● 月２回／ 3,672円
● 講師 大山 千恵子

● 第１・３（木）10：00～12：00
● 月２回／ 3,672円
● 講師 大山 千恵子

クラシックギター

● 毎週（月）17：00～20：30
● 月４回／ 5,940円（45分 個人指導）
● 講師 井上 道子

● 第1・3 or 第2・4（月）18:30～20:30
● 月２回／ 3,564円（45分個人指導）
● 講師 井上 道子

● 第1・3 or 第2・4（木）14:30～17:00
● 月２回／ 3,564円（45分個人指導）
● 講師 井上 道子

● 毎週（土）15：00～19：30
● 月４回／ 5,940円（45分 個人指導）
● 講師 井上 道子

子どものクラシックギターも上記の時間で行っております。
30分個人指導 月２回／3,240円 月4回／5,400円

クラシックギター リコーダー

● 第1・3（火）13：00～15：00
● 月２回／ 3,564円（グループレッスン）

● 講師 井上 道子

● 第1・3（木）11：45～12：45
● 月２回／ 3,564円（30分個人指導）
● 講師 えんどう おさみ

新 講 座

オカリナ 戸塚刺しゅう
● 第１・３（木）10：00～11：30

第１・３（木）13：30～15：00
● 月２回／ 3,564円
● 講師 えんどう おさみ

● 第１・３（木）13：30～15：30
第２・４（火）10：00～12：00

● 月２回／ 3,564円
● 講師 丸山 美津子

少年合気道 合気道
● 毎週（土）13：00～14：00
● 月４回／ 4,752円
● 講師 船越 光雄

● 毎週（土）14：15～15：30
● 月４回／ 5,940円
● 講師 船越 光雄

七宝なないろ つるし雛と傘福
● 第1・3（金）10：30～12：30
● 月２回／ 3,564円
● 講師 渡部 美智子

● 第2・4（水）13:00～15:00
● 月２回／ 3,564円
● 講師 鈴木 要子

体メンテナンスヨガ ハーブ＆花びら染め
● 第２・４（木）19：00～20：15
● 月２回／ 3,564円
● 講師 今野 恵

● 第３（水・木）10：00～12：00
● 月２回／ 3,672円（別途材料費10,000円）

● 講師 土屋 恵美子

入会金 2,160円
６５才以上の方は証明書（免許証や保険証など）持参で1,080円運営維持費など頂きません

ペア入会 1名1,080円２講座同時入会は無料！

見学・無料
いつでも見学可能
日程等をお問合せ下さい

体験 １回 ５４０円
●１講座１回限り

●事前にご予約下さい

※一部材料費が必要な講座・体験できない講座があります

受講料には
消費税（８％）が
含まれております

おすすめ講座

パソコン教室 ヴォイストレーニング
● 第１・２・３（土）10：30～12：00（90分）

第１・３（土）13：00～15：00（120分）
● 月３回／ 3,780円 月2回／ 3,780円
● 講師 開沼 敬子

● 毎週（火・水・土）
時間は講師と要相談

● 月４回／ 4,860円（30分個人指導）
● 講師 海出 智和子

ヨーガ
● 第1・2・3（月）18：30～19：30

● 毎週（火）14：00～15：00（金）11：00～12：00
● (月）月３回/3,240円（火・金）月４回/ 3,780円
● 講師 朝倉 千代子



毎週（水） 15：00～21：00

毎週（金） 17：00～21：00

19：00～20：15 月2回/3,564円 今野　恵

14：15～15：30 月4回/5,940円 船越 光雄

第1・3（木）

第2・4（火） 毎週（水） 15：00～21：00

毎週（金） 17：00～21：00

第1・3（木） 10：00～12：00

第2・4（月） 18：30～20：30

第1・3（木） 10：00～11：30

第1・3（木） 13：30～15：00

第1・3（月） 18：30～20：30
第2・4(月） 18：30～20：30
第1・3(火） 13：00～15：00 （グループレッスン）

第2・4(水） 18：30～20：30 (個人指導45分）

第1・3（木） 14：30～17：00 (個人指導45分）

第2・4（木） 13：30～17：00 (個人指導45分）

月4回/5,940円

(個人指導45分）

第2・4
（木）体メンテナンスヨガ

合気道 毎週（土）

大山千恵子

13：30～15：30
10：00～12：00

月2回/3,564円 丸山美津子

つるし雛と傘福 第2・4
（水）

13：00～15：00 月2回/3,564円

10：30～12：30 月2回/3,564円 渡部美智子

鈴木　要子

講　師受 講 料時　間開講日講　座　名

ハーブ＆花びら染め 月2回/3,672円
（教材費10,000円）

10：00～12：00

書 道  ・かな書道
13：00～17：00
18：00～20：00

（内1時間）

第1・3
（木）

11：45～12：45
月2回/3,564円
（個人指導30分）

リコーダー えんどうおさみ

クラシックギター

毎週
（月）

17：00～21：00

井上　道子

月2回/3,564円
（個人指導45分）

毎週（土） 15：00～19：30

月4回/5,940円
（個人指導45分）

墨を楽しむ

   水 墨 画
第1・3
（月）

10：00～12：00
13：30～15：30

月2回/3,240円 松井 知子

堀本 千明

10：00～12：00 月2回/3,564円

日 本 画 第2・4
（月）

13：00～15：00 月2回/3,564円

淡 彩 画 第2・4
（月）

伊豆倉千鶴子月4回/5,400円13:00～16：00
毎週
（水）

月2回/3,240円13:00～15：00
第2・4
（火）手編み

和　　裁

月4回/4,860円
10：00～12：00
18：30～20：30

毎週
（火）

アメリカンパッチワーク 小林　和子

土屋恵美子
第3

（水・木）

第1・3
（金）

着付・紐結び 月2回/3,672円

フィットネス フリースタイルコース

書道　・　水墨画　・　絵画
講　座　名 開講日 時　間 受 講 料

　　【11:00～21:45】までの講座から
　　月4回自由に参加できます

月4回 4,320円

月4回/5,400円

矢萩 和子

ペ ン 字 毎週
(月)(火)

13：00～17：00
18：00～20：00

（内1時間）

月4回/5,400円

戸塚刺しゅう

七宝なないろ

毎週
(月)(火)

講　師

ピラティス 毎週
（水）

20：45～21：45 月4回/3,780円

19：40～20：40
毎週
（水）

月3回/3,780円 金子万里子15：00～16：20
（80分）

月4回/3,780円

第1・2・3
（水）

小林恵理子

月4回/3,780円

月4回/3,780円

ヨガ＆ピラティス

18：30～19：30

第2・4
（水）

18：30～

第3
（土）

13：00～

フラワーアレンジ
インストラクターコース

第3
（土）

13：00～

華やかに彩る

フラワーアレンジ

60才からのフラダンス

おしゃれに

　フラワーアレンジ

手　芸　・　装　飾

月4回/4,860円 海出智和子

こども 書道
　　　（小学生まで）

毎週
(月)(火)

毎週
（月）

月4回/5,400円
月2回/3,240円

井上 道子

月4回/7,020円
（個人指導30分）
時間帯は講師と

要相談

キッズ
　ヴォイストレーニング

子どもの
クラシックギター

曜日・時間は音楽欄のクラッシック
ギターを参照下さい（個人指導30分）

13：00～17：00
18：00～20：00

（内1時間）

月4回/4,860円 矢萩 和子

12：30～21：00 長沢　紀子

太田美香子

鈴木　温子

こども ギター

プリザーブドで作る

ブライダルブーケ

フィットネス　・　健　康　・　痩身スポーツ

講　師受 講 料時　間開講日講　座　名

ゆったり ヨーガ 毎週
（土）

11：00～12：00 月4回/3,780円

伝統的インド ヨーガ

健康と美容の ヨーガ 月4回/3,780円11：00～12：00
毎週
（金）

毎週
（火）

14：00～15：00 月4回/3,780円

月3回/3,240円

キッズ　・　こども講座
講　座　名 講　師

13：00～14：00

毎週
（火）

11：00～12：00

毎週
（水）

13：00～14：00

肩こり・腰痛解消に

　　　ワークサイズ

運動不足解消に

　　　　フラダンス

毎週
（水）お仕事帰りのフラダンス

開講日

少年合気道 毎週
（土）

月4回/3,780円

（水・土）時間は講師と
要相談（個人指導30分）

こどものピアノ

12：30～16：00

佐藤 正子

朝倉千代子
（火・水・土）時間は講師と
要相談（個人指導30分）

毎週
（木）

18：00～

心と体を癒す ヨーガ 第1・2・3
（月）

18：30～19：30

花の魅力に触れる
講　座　名 開講日 時　間 受 講 料 講　師

生　花　（池 坊）

時　間 受 講 料

月4回/4,752円 船越 光雄

月4回/5,400円 渡邊晋之介

開講日 時　間

笹原　恭子

押野　洋子

講　師

ヴォイストレーニング （火・水・土）時間は講師と
要相談（個人指導30分） 月4回/4,860円 海出智和子

高橋　澄夫

第1・3
（木）

毎週
（火）

月4回/8,100円
【花材代込】

14：00～

月2回/4,104円
【花材代込】

18：00～

音　　楽
講　座　名

第2・4
（月）

月1回/7,020円
【花材代込】

月1回/7,560円
【花材代込】

月2回/8,100円
【花材代込】

1回/5,400円
【材料費別】

月2回/4,104円
【花材代込】

12：30～21：00
毎週
（木）

ギター入門 月4回/5,400円 渡邊晋之介
（水・土）時間は講師と
要相談（個人指導30分）

鈴木　温子

太田美香子

長沢　紀子

第1・2・3
（火）

18：00～
（内30分）

桂紀　寿忠

月2回/4,320円
月4回/7,020円
（個人指導30分）
時間帯は講師と

要相談

月3回/6,480円

（水）18：30～
日程は講師と要相談

プリザーブドフラワー
第2
（水）

18：30～ 月1回/2,700円
【材料費別】

吉田　由美子

えんどうおさみ

大村 侑子 

日本舞踊 月4回/5,400円 芙蓉由紀香

オカリナ

三味線・津軽三味線

毎週
（月）

14：00～

お琴 第1・2・3
（水）

15：00～ 月3回/5,400円

月2回/3,564円

受 講 料

おとなのピアノ

毎週
（月）

12：30～16：00

入会と受講のご案内

・ご入会の際は、入会金と受講料（1ヶ月分）をご用意ください。

・受講料は、1ケ月ずつの前納制です。

・一部材料費がかかる講座もあります。

・休講制度があり、休講費のお支払で会員のままお休みできます。

・見学、体験ができます。事前にご予約が必要です。

※ その他、詳しくは受付までお問い合わせください。

※ 受講料には消費税（8%）が含まれております。
山形市七日町2丁目7-10 ＴＥＬ 023-642-9268

ナナ・ビーンズビル2階 ＦＡＸ 023-642-9272

● 受付営業時間 ● 受付定休日

月～金曜（10：00～19：30 ） 日曜 ・ 祝日
西側エレベーター

北側入口よりお入りください

（ステイインホテル入口）

入口、左側に緑色のドアの

エレベーターがあります。

そのエレベーターで２階へ

お越しください

◍ 山形銀行本店
駐車場入口

至 文翔館

北側入口正面入口


