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書　　　道 書　　　道 書　　　道 書　　　道

筆 の 持 ち 方 か ら

「かな書道」を中心

に「いろは」から

「連綿」へ「漢字書

道」は楷書行書草

書篆書隷書を半紙で学びます。

ハガキのし書等身近な書から短

冊・懐紙・色紙作品へとかな作

品の楽しさを感じとれる講座に

したいと思っています。

書道の基本を学び

ながら、毛筆なら

ではの表情豊かな

美文字から芸術書

まで、個性を生か

した遊び文字など、皆様と共に

楽しく学んで参りましょう。

◎日展作家　

◎読売書法会理事　

◎江戸川区文化奨励賞受賞

書く事が苦手。筆

が苦手。実用書道

を学びたい……。

そんな方にお勧め

します。

筆の楽しさを再確認して頂き、

書く事でワクワクする時間、笑

顔あふれる時間になる様、皆さ

んと共に過ごしていきたいと思

います。

基 本 点 画 の 永 字

八法から始め、大

筆（楷書・行書）、

小筆（実用書・か

な）を広くお伝え

します。

季節の言葉や話題の言葉などを

お手本に楽しく書道に触れてい

ただきたいと思います。

大 木 田　翠　香 坂　本　 玉　心 鈴　木　 姫　草 清　末　 愛　美

書　　　道 書　　　道 園　　　芸 園　　　芸

身近かな漢字や言

葉、俳句などを作

品にしてみましょ

う。半紙だけでは

なく葉書、短冊等

に書くのも楽しいものです。

最初は基本からとなりますが、

手本に捉われる事なく、好きな

書風で個性豊かに筆と遊んでみ

ませんか？

美しい文字を書い

てみませんか！

漢 字 の 基 本 か ら

小 ・ 中 学 生 の 楷

書・行書を中心に

仮名も学習する予定です。

皆さんと一緒に、ゆったりと楽

しいひとときを過ごしましょう。

お花を育てるのは

好きだけど、なぜ

かいつも枯れてし

まう。

野菜も育ててみた

いけど、どうすれば良いのかわ

からない。

そんな人でも大丈夫！　植物と

上手につき合う方法、基礎から

楽しく学んでみませんか。

私の家は約百年花

を作ってきました。

私は四代目になり

ます。

私の授業は実際に

生徒さんが自分で植物を育て観

察する中で喜びや疑問を感じて、

一歩一歩植物の成長と共に、作

る楽しさを味わう授業を行って

いきます。

中　上　 秋　翠 矢 田 部　文　子 真 利 子　典　広 村　山　 雅　美

手芸／パッチワークキルト レザークラフト 短　　　歌 短　　　歌

流行や話題の教材を心がけてい

ます。縫う、編むの他に刺繍、

粘土クラフトに加え、１年目は

リサイクル素材をテーマにチラ

シや牛乳パックを材料にして作

品に生まれ変わります。

パッチワークキルトは小物から

始まり、ポシェット、クッショ

ンやクリスマス飾りを作成しま

す。

１年目は、カーピ

ングという基本的

な技法を使い、メ

ガネケース・財布・

カバン等５点を作

ります。２年目からは手縫い・

ミシンを使ったカバン・インテ

リア小物等を作製。

皆さんが作りたい物を作れる教

室を目指しています。

日々の暮しの中で

ふっと心に浮かん

だ言葉を五七五七

七の調べに乗せて

みませんか。

嬉しいこと、悲しいこと、忘れ

られないことなど、短歌はあな

たの人生を心豊かにしてくれま

す。

ぜひ一緒に短歌を学びましょう。

短歌を初めて作っ

てみたい方、すで

に興味を持ってい

る方と共に基礎か

らわかりやすく時

には秀歌を詠み、楽しく学びま

しょう。

難しく考えることはありません。

言葉に表して自分らしい短歌を

作ってみましょう。

石　田　 直　子 小　林　 真　美 桜　井　 京　子 中　川　佐 和 子

各教科のスペシャリストが、趣味や生きがい、
仲間作りをバックアップします。

令和４年度
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コ　ー　ラ　ス コ　ー　ラ　ス 英　会　話 英　会　話

歌集を中心にクラ

シックから現代の

曲まで幅広く歌い

ます。

声は体の中から作

り出す楽器です。

歌の基本であるボイストレーニ

ングを重ねながらよく通るのび

のある声で歌えるようにしま

しょう。

モーツァルトの『ア

ヴェ　ヴェルム　コ

ルプス』を一年か

けてゆっくりとや

ります。

その他にも童謡からポップスま

で幅ひろく楽しく歌っていきま

す。

どうぞ安心してご参加ください。

Welcome to 英会話入門！

英語は好きですか？　少し苦手

ですか？　会話を中心に、歌や

行事・困ったときの対処法など

を学んで英語に親しみましょう。

アメリカ生活や通訳ガイドの経

験もご紹介します。

ペラペラでなくてもいい！

伝わる英語をご一緒に勉強しま

しょう。

英語のあいさつ、

自己紹介。覚えて

使う練習さえすれ

ば英語は誰でも話

せます。世界の英

語人口は17億５千万人。

元気に、楽しく、イキイキと世

界中の人とほんの少しでもやり

とりできるよう、私にお手伝い

させて下さい。

鳥　谷　 幸　代 本　郷　 文　敏 岩　井　 仁　見 碓　井　 有　子

英　会　話 英　会　話 英　会　話 はじめての中国語

英語を話したいけ

れどいまさら無理

と思っている方、

本授業は最低限の

文法で皆さんに話

してもらうことを主体としてい

ます。

世界68か国を訪問した講師の経

験も交えながら皆さんと共に楽

しく英会話を学びましょう。

SDGs などの国際

的なテーマや時事

英語にふれて国際

感 覚 を み が き ま

しょう。

文法力向上に則した会話プログ

ラムも並行して進めます。

英文、日本文学、史学など文学

を中心に３つの大学卒業。

英仏文学企画講座も担当。

実践に役立つ英会

話を学びます。

特に話す力と聞く

力を強化します。

旅行で役立つ「とっ

さのひと言」も48個導入します。

また毎回、英語の歌も歌います。

豊富な講師歴で楽しいレッスン

を心がけます。

漢字を使う日本人

にとっては中国語

を理解し易い利点

があります。

本クラスでは文字、

発音、基本会話から進みながら、

中国の文化や歴史なども紹介し

ます。

安心して中国語学習の第一歩を

踏み出して頂きたいと思います。

細　川　 良　一 東　谷　 敦　子 萩　原　 則　子 尤　　 維　忠

ウ ク レ レ ウ ク レ レ 水　彩　画 ち ぎ り 絵

ハワイアン音楽だ

けにこだわらず、

童謡や唱歌、ポピュ

ラーソング、フォー

クソングなど様々

な懐かしい曲をウクレレを使っ

て一緒に楽しんでみませんか？

勿論、楽器の経験の有無を問わ

ずどなたでも大歓迎ですよ！

初心者対象のスクールです。

楽器未経験の方も安心してチャ

レンジしてください。

描き方、捉え方、混色の仕方、

構図などを学びながら進めてい

きます。

果物、花、紙ふうせん、ぬいぐ

るみ、石こう、ビン他、対象物

を観て感じて描いていただきま

す。色々な技法を体感しながら、

味わいのある作品が描けるよう

お手伝いをさせていただきたい

と思います。

彩り豊かな和紙を

ちぎり、下絵を元

にハガキや色紙に

貼ります。和紙の

風合いを生かした

素敵な作品が、初めての方でも

１回の授業で仕上がります。

指先を使い、脳を活性化させな

がら、一緒に楽しく作品を作り

ましょう。

岸　　 史　悦 木　下　 正　基 照　沼　　 裕 田　中　佐 知 子

は が き 絵 はじめての韓国語 はじめての韓国語 はじめての編み物

透明水彩で季節の

草 花 や 果 物 を モ

チーフに描いてみ

ませんか。そして

暮らしの中の小さ

なときめきを添えてはがき絵に

して送っても楽しいものです。

感性を生かし自分らしい絵を描

くお手伝いができればと思って

おります。

日本から一番近い

国、韓国は日本と

世界一言葉も、性

格や文化も似てい

ます。

だから世界一、韓国語が簡単に

学べる人達も日本人です。

たった40文字で広がる韓国語や

その文化に触れてみましょう。

わくわく、たのしい！

普段日常の中で耳にしているハ

ングルをもっと身近かで感じる

様にしませんか。

受講生の方々と一緒に、ハング

ルの読み方や書き方、韓国の文

化を楽しく学びます。

韓国ドラマや K-POP、お料理等

の話しを交えながら、ゆっくり

丁寧にお教えします。

編み物は、一本の

糸を試行錯誤しな

がら、作品を仕上

げた時の達成感が、

とても嬉しいもの

だと思っています。

基礎を覚えていただきながら、

編み物の楽しさを実感していた

だける様、務めて参ります。

池　田　百 合 子 殷　　 美　卿 朴　　 成　美 池　田　く み 子

プリザーブドフラワー 初 歩 の 写 真 初 歩 の 写 真 パッチワークキルト
手触りも柔らかくまるで本物み

たい。でもこのお花お水が必要

ないです。更に生花より綺麗な

姿を長く楽しむ事ができるんで

す。そんな夢の様なお花がプリ

ザーブドフラワーです。

仏花・リース・ブーケ等インテ

リアやギフトでも大人気です !!

ご一緒に楽しみましょう。

NFD 講師

写真を撮るという

事は知的な活動で

あり、芸術的な要

素も多く含みます。

皆様方のカメラ機

材を使っての作品づくりのお手

伝いをします。

各人の記録や表現された作品の

中から、毎回選出された１枚を

Ａ４サイズに印刷します。

技術よりもその人

の感性がとても大

切 で す 。 授 業 は

オート撮影を中心

に皆さんが撮影し

たものをプロジェクターに映し

出しての勉強が中心です。

わかりやすく教えます。カメラ

は何でも大丈夫です。

◎（公社）日本写真家協会会員

世界中のいろ

いろな地域で、

パッチワーク

キルトの技法

は伝わり、その美しさは長く愛

されてきました。それは布を大

切にする気持ちから生まれてい

ます。

講座では、バラエティ豊かなカ

リキュラムを用意しております。

土　田　 恭　代 塚　原　 明　生 山　口　 一　彦 森　嶋　 直　美
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中　国　結　び 源氏物語を読む 万 葉 集 を 読 む 万 葉 集 を読む

一本のカラフルな

ヒモを使い、アク

セサリーからお部

屋のインテリアま

で様々な作品を作

ります。道具を使わずに手だけ

で結んでいきます。

伝統的な結びや日本文化を取り

入れた結びなどを楽しくご一緒

に学びましょう。

『源氏物語』の最

初の巻「桐壺巻」

から読んでいきま

す。原文の持つ表

現の美しさや深さ

を味わい、昔も今も変わらぬ人

の有り様について考えていきた

いと思います。また物語に影響

を与えた漢詩『長恨歌』にも触

れます。

『万葉集を読む』では、その成

立背景や後世の文学への影響に

ついて扱い、万葉歌の鑑賞を深

めていきます。

『能・狂言を読む』では、能楽

に関する衣装や音楽の基礎知識

を扱い、世阿弥の『風姿花伝』

を講読します。

◎観世流シテ方師範

毎回数首ずつ、詳

細な資料を用い、

歴史・民俗・文学

といった多方面か

ら万葉歌を読み解

いていきます。

古典文学の初学者から経験者ま

で、わかりやすく興味の持てる

内容を目指します。

谷　口　な お み 塚　内　千 寿 子 雲　龍　 櫻　子 渡　邊　 明　子

絵　手　紙 はじめてのつまみ細工 煎　茶　道 平 安 女 流日記

絵手紙は「ヘタで

いい　ヘタがいい」

人はそれぞれ顔も

性格もいろいろで

す。絵手紙も同じ

で、同じ物を見ても、感じ方は

人それぞれ、言葉もさまざまで

す。暮らしの中の「ふだん着」

の絵であり書である絵手紙へど

うぞ。

正方形に切った布

をつまみ、花や蝶

などを作るつまみ

細工やつまみ画を

楽しんでみません

か。

はじめは小さなカードから、冬

には正月飾りを作ります。

基礎から学べる初心者からのカ

リキュラムになっています。

煎茶道は生活

に取り入れら

れる実用的な

茶道です。清

潔で合理的な作法で美味しいお

茶の淹れ方を学ぶことが出来ま

す。春は花茶、夏は冷茶、秋は

焙じ茶、冬は啜り茶と四季折々

の点前で楽しく風雅にお稽古を

して頂きます。

平安女流日記文学

『蜻蛉日記』『和泉

式部日記』『紫式

部日記』『更級日

記』の四作品を読

んでいきます。

王朝文化の中で花開いた才媛た

ちの日記をよんで、彼女たちの

生の声を一緒に聞いてみましょ

う。

栗　田　 朝　江 濱　田　 純　子 千　速　 静　雪 山　本　真 理 子

オ　カ　リ　ナ

心和ませる素朴な

音色で、童謡や唱

歌を奏でましょう。

『キラキラ星』『ふ

るさと』など様々

な曲で、毎回、笑いのある楽し

いレッスンを行います。

一年後には見違える程すてきな

オカリナ演奏を仲間と共に作り

ましょう。

遠　藤　紗 貴 子


