
ピアノの基本レッスンからスタート
個人指導30分

こどものピアノ
●毎週（月）12：30～21：00
　講師：鈴木温子
●毎週（水）15：00～21：00
　　　（金）17：00～21：00
　講師：太田美香子
●毎週（木）12：30～21：00
　講師：長沢紀子

大きな声でのびのびうた
いましょう。正しい発声
法をおぼえよう。

個人指導30分

キッズヴォイストレーニング

● ）土（）水（）火（週毎
　時間は講師と相談
●月4回／4,860円
●講師：海出智和子

ギターの音色は、人々に感動を与え
ます。こどもの感性を豊かに。
基本からていねいに指導します。

個人指導30分

こどもギター

●曜日、時間は講師と相談
●月4回／5,400円
●講師：渡邊晋之介

こどものうちに美文
字の書き方を身につ
けよう。

こども書道（小学生まで）

● ）火（）月（週毎
　13：00～17：00
　18：00～20：00（内1時間）
●月4回／4,860円
●講師：斎藤好子、矢萩和子

●時間帯は
　講師と相談
●月4回／
　7,020円

●第1・2・3（火）9：50～10：50
●月3回／4,860円
●講師：鈴木幸子（日本3B体操協会）

シニア３ Ｂ体操

社会保険労務士 ●開講日／平成27年11月開講予定
●日程／毎週水曜日18：30～21：00

Word（ワード）とExcel（エクセル）
●
●月2回／ 円（教材費別）

楽々（ラクラク）パソコン
●第1・2・3（土）10：30～12：00（1時間30分）

第1・3（土）13：00～15：00（2時間）

●月３回／３,７８０

３,７８０

円（教材費別）

インターネット・メール・パワーポイント・アクセスなど
●
●月2回／ 円（教材費別）

中高年の方へ
おすすめ

中高年の方へ
おすすめ

●第1・3（水）10：30～12：00
●月2回／3,780円
●講師：青木梓（ロイヤルセラピスト協会認定講師）

ベビーマッサージ／ベビースキンケア
肌と肌のふれあいで親
子の絆を深め、赤ちゃ
んの成長発達をうなが
し、便秘や夜泣きの解
消にもつながります。赤
ちゃんのデリケートな
肌を守りましょう。

基本を意識しながらの
簡単なステップでの
ペアダンスです。美容と
健康に、ラテンのリズム
に乗って楽しく踊りま
しょう。

●第2・4（木）13：30～15：30
●第2・4（水）18：30～20：30

●第2・3・4（木）18：30～19：30
●第2・3・4（金）14：00～15：00

●月2回／3,240円  ●講師：山口千佳子

●月3回／3,780円  ●講師：黒田敏雄

ハワイアンキルト

●第1・3（木）
　14：00～15：00
●月2回／2,160円
●講師：海出智和子

なつかしい歌をうたう

ラテン社交ダンス

●第1・2・3（水）
　11：00～12：00
●月3回／3,240円
●講師：佐藤正子

シニア向けリズムダンス

●第1・2・3（土）10：00～11：00
●月3回／3,780円（教材費別）
●講師：佐藤栄子

こどもそろばん

●第2・4（火）
　10：00～12：00
●月2回／3,780円
●講師：石山真弓

クラフトバンド （紙ひも）

●第2・4（水）13：00～
●月2回／3,780円
●講師：井上道子

クラシックギター

●第1・2・3（土）
　13：00～14：00　19：30～20：30
●月3回／3,240円
●講師：鈴木ゆみ子（ダンススタジオMPF主宰）

キッズヒップホップダンス

●毎週（火）10：00～12：00
●月4回／4,860円　 ●講師：小林和子

みちのく刺し子

●第1・3（土）10：00～11：00
●月2回／3,240円　 ●講師：金澤妃呂子

中高年向け演劇
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新講座案内 開講人数までお待ちいただくこともございます。

山形の伝統的工芸
品の１つです。刺し
子は布を重ね合わ
せて刺し縫いをし
たもので、新しい
感覚で伝統的な模様を取
り入れた小物、生活雑貨
なども作ります。

大きな声を出して発声練
習をしたり、体で演技をし
たりでストレス発散とスト
レッチ効果あり。演じるこ
との楽しさは格別です。サ
ークルのように気軽にやり
ましょう。

●1レッスン/1,080円

●毎週（火）

　参加回数選べます ●講師：加藤由依子

LOCK＆HIPHOP
ヒップホップ、ハウス
の初歩的なステップ
＆リズムからレッスン
します。

●毎週（水）19:40～20:40
●月4回／3,780円　 ●講師：小林恵理子

ヨガ・ピラティス
ヨガ・ピラティスをベ
ースにしたマットエ
クササイズ。全身の
筋強化、柔軟性、バラ
ンス能力を高め、姿
勢を改善、健康増進
を図ります。

ヒップホップの曲に合
わせ楽しく踊ることに
よって、リズム感や表現
力が身につきます。
対象：5才位～

「禁じられた遊び」や「月
光」「アルハンブラの思い
出」など悲しい曲から、あ
まくせつないメロディー
をあなたにも弾けるよう
になります。

個人レッスン30分

牛乳パックや古紙から
再生された環境にやさ
しいリサイクル素材の
紙バンドでカゴやケー
スなどを作ります。

材料代1作品につき
1,000円位

計算力や暗算力とともに
集中力を養います。日商
の珠算検定合格をめざし
ます。
対象：幼稚園年長～

昔の流行歌や童謡
などなつかしい歌を
みんなで楽しくうた
いましょう。

ハワイの植物モンス
テラ模様の生地でタ
ペストリーやポーチ
バックなどオリジナリ
ティあふれる作品を
つくります。

体験OK

ボールを使って血行を
改善。ベルを使って背
筋を強化。ベルターを
使って足のストレッチ。
楽しく体を動かして心
と体の両面から美しく
なりましょう。

●第2・4（木）14：00～15：00
●月2回／3,240円
●講師：松田理喜子

海外旅行英会話
海外で出くわす、空港の関税
やホテル・レストラン・ショッ
ピングの場面を実際に演じ
ながら、リズムダンス、ストレ
ッチで身体をほぐし、英語の
歌でイントネーション・リンキ
ング・発音を楽しく学びます。

定員10名

歌謡曲や外国の音楽な
ど軽快なリズムに合わ
せて踊ります。やさしい
踊りなので誰でもチャ
レンジでき楽しめます。

●第1・2・3（月）
　11：00～11：45
●月3回／3,780円
●講師：小林恵理子

中国の伝統舞術や民
族舞踊の要素を取り
入れ、足腰の筋力強
化・血行促進・気の流
れを良くします。

太 極 舞若い方から
中高年まで

独立開業ができる 講義式授業
10ヶ月講座

受講生募集
●受付営業時間／
　月～金曜日（１０:００～１９:３０）

（１０:００～１８:３０）　土 　曜 　日
●受付定休日／日曜日・祝日

ＦＡＸ０２３-６４２-９２７２
メールでもお問合せ頂けます。

yamagata.bunka@ytbldg.jp

山形市七日町２丁目７-１０ 
ナナ・ビーンズ２Ｆ

※託児ルーム「子育てランドあ～べ」さんが
4Ｆに有ります。（有料）

ＹＴパーク２４
（地下）

館
生
済

大沼デパート

市役所
山形銀行本店

文翔館 県民会館 県営駐車場

YTパーク３丁目
市営中央駐車場

七日町商店街

az

TAN６

り
通
町
日
七

コンビニ

イーナス

ワシントン
ホテル

駐車場はナナビーンズ地下（TYパーク24）
または付近の有料駐車場をご利用下さい
（受講の際のみ1時間分無料）

ナナ・ビーンズ２F
カルチャースクール
やまがた

文化センター入会金2,160円 ●ペア入会 1名1,080円 ●２講座同時入会無料！
●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

あなたの学びたいがきっと見つかる！資格も趣味も 山形市役所から徒歩３分 ここだよ!

（023）642-9268体験料５４０円休講制度あり1ヶ月ごとの月謝制 ※材料代が必要な講座あり
※対象外の講座もあり※当スクールだけの特典 ☎

パソコン教室

こども向けおすすめ講座

国家資格

第2・4（土）13：00～15：00（2時間）
３,７８０

＋1ヶ月分の月謝で
スタートできます

入会金2,160円



☎０２３-６４２-９２６８
※受講料には消費税（８％）が含まれております

ご入会の際は、入会金と受講料（1ヶ月分）をご用意下さい。
受講料は、1ヶ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、休講費のお支払い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。

入会と受講のご案内

山形市七日町２丁目７-10 ナナ・ビーンズ２F

詳しくは
受付まで、
お問合せ
下さい。

お仕事帰りに、季節を感じながら楽
しく生けていきます。

三味線・津軽三味線
初心者には三味線の持ち方・姿勢から指導します。
独特の音色を味わって下さい。お子さんもどうぞ。
●第1・2・3（火）18：00～（内30分）
●月3回／6,480円
●桂紀寿忠

おとなのピアノ
年令に関係なくどなたでも弾けるよ
うやさしく丁寧に指導します。
●毎週（月）12：30～21：00
●月2回／4,320円
　月4回／7,020円
●鈴木温子

ヴォイストレーニング
美容、健康、ストレス発散に効果あり。趣味
～プロ志望の方まで1人1人対応します。
●毎週（火）・（水）・（土）
　曜日・時間は講師と相談
●月4回／4,860円
●海出智和子 個人指導30分

おとなのピアノ
ポピュラーな曲を取り入れ気軽に楽
しめるよう指導します。
●毎週（水）15：00～21：00
　　　  （金）17：00～21：00
●月2回／4,320円、月4回／7,020円
●太田美香子

個人指導30分

個人指導30分

水

ギター入門
アコースティックギターを基礎から
やさしくていねいに指導します。
●毎週（水）・（土）
　曜日・時間は講師と相談
●月4回／5,400円
●渡邊晋之介 個人指導30分

お琴　楽器貸出可
さくら、月の沙漠、新曲、古曲など楽
しく弾けます。お子さんもどうぞ。
●第1・2・3（水）16：00～
●月3回／5,400円
●門川伶泉

おとなのピアノ
レベルに合わせて好きな曲、弾いて
みたい曲が弾けるよう指導します。
●毎週（木）12：30～21：00
●月2回／4,320円
　月4回／7,020円
●長沢紀子 個人指導30分

日本舞踊
民謡・演歌から小唄・長唄まで好み
に合わせて指導します。
●毎週（月）14：00～
●月4回／5,400円
●芙蓉由紀香

ろうどく（朗読）
聞き手に感動を与える読み方をそれ
ぞれの個性に合わせ指導します。
●第1・3（土）11：00～12：00
●月2回／2,160円
●金澤妃呂子

キッズヴォイストレーニング
大きな声でのびのびうたいましょう。
正しい発声法をおぼえよう。
●毎週（火）・（水）・（土）
　曜日・時間は講師と相談
●月4回／4,860円
●海出智和子 個人指導30分

こどものピアノ
音符の読み方からやさしく丁寧に指導し
ます。リズムカードなどもとり入れます。
●毎週（木）12：30～21：00
●月4回／7,020円
●長沢紀子 個人指導30分

こどもギター
アコースティックギターの基礎から
やさしく丁寧に指導します。
●毎週（水）・（土）
　曜日・時間は講師と相談
●月4回／5,400円
●渡邊晋之介 個人指導30分

こどものピアノ
音符の読み方からやさしく丁寧に指
導します。聴音などもとり入れます。
●毎週（水）15：00～21：00
　　　（金）17：00～21：00
●月4回／7,020円
●太田美香子 個人指導30分

水

こども書道
正しい姿勢で字を丁寧に書く習慣を身に
つけます。美しい文字は一生の宝です。
●毎週（月）・（火）13：00～17：00
　　                        18：00～20：00
●月4回／4,860円　
●斎藤好子・矢萩和子

こどものピアノ
音符の読み方からやさしく丁寧に指
導します。音楽の楽しさを教えます。
●毎週（月）12：30～21：00
●月4回／7,020円
●鈴木温子

●毎週（火）11：00～12：00
●月4回／3,780円
●佐藤正子

肩こり・腰痛解消にワークサイズ
肩こり・腰痛・便秘症などの解消に最
適な健身スポーツです。

●毎週（木）11：00～12：00
●月2回／2,484円
　月4回／3,780円　
●小林恵理子

有酸素運動でリフレッシュビクス
有酸素運動で心も体もリフレッシュ
しましょう。

●毎週（火）14：00～15：00
●月4回／3,780円
●朝倉千代子

個人指導30分

伝統的インドヨーガ
伝統あるヨーガのポーズを楽しみ、
呼吸法で内臓から美しく健康に。

●毎週（金）11：00～12：00
●月4回／3,780円
●朝倉千代子

健康と美容のヨーガ
各種のポーズ、呼吸法によって内臓強化、か
らだの歪み矯正などの効果をねらいます。

●毎週（土）11：00～12：00
●月4回／3,780円　
●佐藤正子

ゆったりヨーガ
人体理論に基づいた、各種のポーズ
をゆっくり楽しみ健康づくりに。

デイ
フリー

●月3回／3,780円
●鈴木ゆみ子

ヒップホップJAZZ
ジャズの柔軟性にヒップホップのノ
リの入るダンスをかっこいい動きに

●月4回／4,320円

フィットネスフリー
スタイルコース

●第1・2・3（金）18：30～19：30

●第1・2・3（土）13：30～15：00

●月3回／3,240円
●朝倉千代子

心と体を癒すヨーガ
各種のポーズ、呼吸法により、身心のバラン
スが保たれ心が安らぎ集中力がつきます。

●第1・2・3（月）18：30～19：30
●月3回／3,240円
●朝倉千代子

身体の内側から蘇るハタヨーガ
新陳代謝を促し、自然治療力や自己
免疫力を高め健康になろう。

●毎週（水）20：45～21：45
●月4回／3,780円
●小林恵理子

ピラティス
からだの内側からきたえ美しく、しな
やかなボディラインに導きます。

●毎週（水）13：00～14：00
●月4回／3,780円
●金子万里子

60才からのフラダンス
フラダンスは、腰痛予防や整腸効果
を高め若さ維持に最適です。

●第1・2・3（水）15：00～16：30
●月3回／3,780円
●金子万里子

運動不足解消にフラダンス
ストレッチを取り入れ、ハワイアンソ
ングに合わせ踊ります。

●毎週（金）20：00～21：00
●月4回／3,780円
●MAY

K-POPダンス
K-POPのリズムにのって楽しく踊り
ます。男性も大歓迎。

●毎週（火）19：30～20：30
●1レッスン／1,080円
　参加回数選べます。
●加藤由依子

LOCK& HIPHOP
ヒップホップ、ハウスの初歩的なス
テップ＆リズムからレッスンします。

●毎週（水）18：30～19：30
●月4回／3,780円
●金子万里子

お仕事帰りのフラダンス
お仕事帰りにハワイアンソングに合わせ
て踊り、心も体も若 し々く保ちましょう。

●毎週（火）14：00～
●月4回／8,100円（材料費込）
●笹原恭子

生花（池坊）
伝統に基づいて季節感のあるお花
を楽しんで生けていきます。

●第2・4（月）18：00～
●月2回／4,104円（材料費込）
●押野洋子

生花（池坊）
池坊の根元である古典立花から学
べます。

●第2・4（水）18：30～
●月2回／8,100円（材料費込）
●吉田由美子

おしゃれにフラワーアレンジ
季節に合わせたアレンジ（ブーケ・コ
サージュなど）を楽しく学びます。

●毎週（水）13：00～16：00
●月4回／5,400円
●伊豆倉千鶴子

和裁
産着から留袖、ゆかたなど基本から
丁寧に指導します。

●毎週（月）・（火）13：00～17：00
　　　　　　　  18：00～20：00
●月4回／5,400円
●斎藤好子・矢萩和子

書道・かな書道
趣味として楽しみたい方から「一芸」を身
につけたい方にお勧め。段級制度あり。

●第1・3（木）17：30～
●月2回／4,104円（材料費込）
●笹原恭子

生花（池坊）

●第3（土）13：00～
●月1回／7,020円（材料費込）
●高橋澄夫

華やかに彩るフラワーアレンジ
季節に合わせ、さまざまなデザイン
を基本から楽しく学びます。

●（水）18：30～
　日程は講師と要相談
●1レッスン／5,400円（材料費別）
●吉田由美子

プリザードで作るブライダルブーケ
花嫁さんを彩るブーケ。ご自分のためにま
たお友達や子供さんへのプレゼントに。

●毎週（火）10：00～12：00
　　　　　18：30～20：30
●月4回／4,860円
●小林和子

アメリカンパッチワーク
あなたのアイディアを生かせる伝統
ある創作手芸です。

●毎週（月）・（火）13：00～17：00
　　　　　　　  18：00～20：00
●月4回／5,400円
●斎藤好子・矢萩和子

ペン字
読みやすく、筆順の正しい・美しい文字を
学びます。書写技能検定を受検できます。

●第1・3（月）10：00～12：00
　　　　　  13：30～15：30
●月2回／3,240円
●松井知子

墨を楽しむ水墨画
墨の濃淡で表現する奥深さを楽しみま
す。筆と墨があればすぐ始められます。

●第3（土）13：00～
●月1回／7,560円（材料費込）
●高橋澄夫

フラワーアレンジインストラクター
フラワーデザインの「ローヤルフラワー
スクール認定資格」の取得を目指します。

●第2（水）18：30～
●月1回／2,700円（材料費別）
●吉田由美子

プリザードフラワー
長い間咲き続けるので、インテリア
やプレゼントに最適です。

●第2・4（火）13：00～15：00
●月2回／3,240円
●土屋恵美子

手編み
棒編み、かぎ編みなど個別に指導し
ます。初心者の方もどうぞ。

フィットネス講座
エクササイズ・ヨーガ・ピラティス
フラダンス・HIPHOP・ダンス

見学無料！体験一回540円♪
お申込みはお電話にてどうぞ！

文化・教養講座
墨・花・手芸

音楽・朗読講座
ヴォイトレ・ギター・ピアノ
三味線・琴・舞踊・朗読

金 木

デイ
フリー

デイ
フリー

デイ
フリー

デイ
フリー

デイ
フリー

月 金 木

【11：00～21：45】まで
の講座から月4回
自由に参加できます。

キッズ講座
ダンス・書道・ギター
ヴォイトレ・ピアノ

対象 小学生

対象 3歳～ 対象 3歳～ 対象 3歳～

材料費込

材料費込

材料費込

材料費込 材料費込

材料費込

内1時間

内1時間 内1時間

月


