★

「自分をもっと輝かせたい！」そんな想いにこたえる講座がきっと見つかる！

カルチャーセンター黒崎駅前校

🔍
今なら

http://mcv.jp
【受付時間】 平
料金の
ご案内

※20

※材料費・教材費・音楽著作権料が必要な場合がございます。

パソコン講座
黒崎駅前教室(カルチャーセンター内)

■土曜日
13：00~14：30
15：00~16：30
■月曜日
18：00~19：30 まずはロボットづくりを

初心者でも大丈夫！
丁寧に指導します。

■火曜日 13：00~15：00
■金曜日 10：00~12：00

お問い合わせ、無料体験会申込はヒューマンキッズ事務局まで

JEUDI クレパス画教室

■講師

■講師

小寺 江理

■講師

植物画家

シニア健康タップダンス

■講師

■第1・2・3月曜日
15：30~16：30
■受講料 5,720円

リラックスヨガ
■講師

九州気功協会主任指導員

■月曜日 10：30~12：00
■受講料 5,610円

週末のリラックスヨガ

リフレッシュ体操
■講師 E.E.O.A公認チェアエクササイズインストラクター

■講師

日本健康体操連盟認定健康体操指導し

道場長

菅沼 守人

師範

藤岡 弘

大人のためのシンプルバレエ
■講師

ポーランド国立バレエスクール卒
国立民族舞踏団元団員

アンナ

■第1・2・3火曜日
11：00~12：00
■受講料 5,500円

Hello English

■講師

パトリック レイ

■講師

全国大会多数出場

よく見て水彩画(親子・子供)
京都市立芸術大学大学院修士課程修了

小寺 江理
■第3日曜日 10：30~12：30
■受講料 子供 2,200円
親子 3,300円

■講師

福岡県美術協会正会員

鶴 亀山
■第1・3木曜日 16：00~20：00
■受講料 子供習字 3,410円
お母さんと一緒 5,610円

■金曜日(月3回) 17：30~19：00
■受講料 5,610円(60分)
6,710円(90分)

HIP-HOP DANCE
■講師

Kitakyusyu DANCE 協会/HAZIME

TakumiRock

■受講料 ①4,950円 ②5,060円 ③5,500円

Enfant こどもクレパス画教室
■講師

■講師

みねこうしろう

■火曜日 18：00~19：00

■受講料 小学生まで 4,950円 ／中学生以上 5,500円

■受講料 4,400円

桐朋学園大学ピアノ専攻科卒

■講師

仁科 光子

特定非営利法人 合気道祥平塾

道場長

■受講料 6,710円

習字教室(漢字・かな・ペン実用書)
■講師

北九州市書道連盟理事
日本習字教育財団教授

クラシック・ポピュラー・ピアノ

日本習字教育財団支部長

有木 春翠

中野 清泉
■金曜日 15：00~20：30
■受講料 3,960円(小中学生)

■土曜日(月3回)
11：00~14：30
■受講料 4,290円(小1~高3）

菅沼
菅沼 守人
守人

師範

■日曜日
①＜4歳~低学年＞10：00~10：55
②＜高学年＞11：00~12：00
■受講料 ①4,950円 ②5,500円

■第2・4火曜日 13：00~19：30
■土曜日(月2回)11：00~17：00
■受講料 6,600円/30分個人 教材費別途あり

■第1・3土曜日 14：00~16：00

■講師

KOZUE

■第1・2・3火曜日 19：45~21：00

クラシックピアノ/ソルフェージュ・楽典/はじめてのドレミ 子供合気道

クレパス画家

漢字・かな・ペン・子供習字

Emiko Body Balance 主宰

三島 恵美子

■金曜日 18：10~19：10
■受講料 7,700円

■講師

①<2歳~> 17：30~18：20 ②<小学生>18：30~19：40 ③<中学生~>19：45~21：00

子供習字・お母さんと一緒

■講師

ブレイクダンス(初級)
ERUNA

■第1・2・3水曜日

■講師

クラシックバレエ

チョ ミヨン

■金曜日 17：10~18：10
■受講料 7,700円

KIDS HIP-HOP

首藤 光子

■講師

チョ ミヨン

■金曜日 18：30~19：30
■受講料 8,800円

日本武術太極拳連盟公認A級指導員

■金曜日 10：30~12：30
■受講料 6,160円

楽しもうハングル(中級)

■講師

周云

■金曜日
16：15~17：00/17：15~18：00
18：15~19：00/19：15~20：00
■受講料 8,250円

■講師

■金曜日(月3回) 19：00~20：30
■受講料 5,610円(60分)
6,710円(90分)

アンニョンハセヨ(初級)

北九州市立大学 文化言語修士
習悦中文学校

うれしいたのしい太極拳

Emiko Body Balance主宰

三島 恵美子

■第1・2・3月曜日
12：15~13：30
■受講料 4,235円

レベルアップ中国語

ピッツバーグ州立大学卒

■講師

福岡気功の会 主任指導員

牧坂 真知子

竹内 里美

■土曜日 10：15~11：15
■受講料 4,400円

■講師

■講師

■金曜日 18：30~20：00
■受講料 5,500円

大人バレエ ”キレイを目指すバーレッスン”

60才から始めるさわやか気功

竹内里美エコール・ド・バレエ主宰

NPO法人国際ヨガ協会

江尻 幸代

桑原 恵美子
■金曜日 10：30~12：00
■受講料 5,610円

■土曜日 10：30~12：00
■受講料 5,610円

■水曜日 10：30~12：00
■受講料 5,610円

アンナのビューティエクササイズ
■講師

牧坂 真知子

島内 喜久

■日曜日 11：00~12：30
■受講料 6,600円

NPO法人国際ヨガ協会福岡北支部長

田中 美奈子

古堂 みえ
■金曜日 14：00~15：30
■受講料 5,500円

福岡気功の会 主任指導員

ANBタップダンススタジオ代表
プロタップダンサー

緒方 文

■受講料 5,500円

■受講料 5,610円

■講師

■講師

リラクゼーション気功

■土曜日 13：00~14：00

■講師

■受講料 4,950円

大森 晶子

心と体にやさしい気功

島内ヨガ

平野 隆司

■土曜日 10：30~12：00

ヨガインストラクター

下関市文化協会会員

■第2・4水曜日 18：30~20：30

■講師

野中 陽子

森 和子

■講師

島内ヨガ

全米ヨガアライアンス認定講師

Yuka

■講師

色鉛筆アート

パステル和NAGOMIアート講師

■第1火曜日 13：00~14：30
■受講料 1,980円

■木曜日 19：00~20：15
■受講料 4,400円/8,800円

公益社法人自彊術普及会中伝

北九 州市八 幡西区 黒崎3 - 1 - 3
菅 原第一 ビルデ ィング ２F

おおした まき

■第1・3月曜日
10：00~12：30
■受講料 4,400円

■月曜日 10：15~11：45
■受講料 5,610円

特定非営利法人 合気道祥平塾

■講師

京都市立芸術大学大学院修士課程修了

リセットパワーヨガ

高橋 由美子
■月曜日 14：00~15：00
■受講料 4,510円

黒崎駅より徒歩3分

いやしのパステルアート

日本画を身近に

■受講料 2,035円

■講師

合気道

銀行

針一本と色々な糸で時を刻みませんか？
あっという間に時間が過ぎていきます。ご一緒にどうぞ。

■第2金曜日 10：15~12：15

健康管理士一般指導員
生涯学習健康づくり一般指導員

ロ
�
ソ
ン

★戸塚刺しゅう

■講師

自彊術

65歳+αからの「やさしいエアロビクス」

コ

沖縄の伝統芸能を基礎から丁寧にお稽古します。
楽しく身体を動かしてみませんか？ ※沖縄唄・三線講座もあり

白石 正子

■第1・2・3水曜日
10：00~12：00/13：00~15：00
■受講料 5,390円

コ

★琉球舞踊

陰ヨガ(月2回/月4回）
■講師

ふ
れ
あ
い
通
り

菅原第一

詳細は講座一覧にて

クレパス画家

植物画

波多野 雅子

■講師

手芸
工芸

■第1・3木曜日
14：00~16：00
■受講料 6,710円

示現会会員 日展会友 福岡県美術協会会員

■講師

上野学園大学ピアノ専攻科卒

出口 幸子
■月曜日 10：30~18：00
■受講料 5,500円(月2回)/30分個人
6,600円(月3回)/30分個人

藤岡 弘

こどものためのボイスレッスン
■講師

音楽教室主宰

川越 麻衣
■第1・3・4木曜日
15：00~17：00
■受講料 7,700円/30分個人

アンナのバレエ教室(子供バレエ体操・シンプルバレエ）
■講師

至小倉

国道 3 号線

中医学をベースとし、経絡を流すと言われています。
日頃の喧騒から離れ、ご自身と向き合う時間を過ごしませんか？

みねこうしろう

原田 靖雄
■第1・2・3木曜日
10：30~12：30
■受講料 6,050円

楽しく描こう油絵・水彩画

黒崎
バスセンター

★陰ヨガ

ワード・エクセル・パワーポイント・検定受験コースなど

福岡県美術協会会員

ＪＲ黒崎駅
コ
ム
シ
テ
�

福岡

★姉妹校あり 折尾・三ヶ森校

油絵・水彩・鉛筆画等

■講師

舞踊

※気軽にお問い合わせください。

体験してください‼

至博多

ビルディング

キッズから年長者まで一人ひとりに合わせたレッスン

折尾サンリブ前教室もあり

0120-937-420

健康
美容

！

講座に
11月
末ま
お問い よっては
合わせ 体験不 で
くださ 可あり
。
い。

筑鉄黒崎駅前

無料
実施 体験
中‼

込みを

22年

見学・体験できます。お気軽にお問い合わせください。

★PICK UP

500円
お申し

！

日 10：00～18：30 土曜日 10：00～15：30 日曜日 10：00～12：00 ※休館日あり

■ 入会金 3,300円 ■ 維持費 550円/月 ■ 体験料 1,200円

■講師

事前に

体験が

ポーランド国立バレエスクール卒 国立民族舞踏団元団員

アンナ

■週①60分/90分コース 木曜日 17：10~18：10 土曜日 12：55~13：55
■受講料
週①60分子供バレエ体操 4,400円
週①60分シンプルバレエ 4,950円/週①90分シンプルバレエ 5,500円

■週②60分/90分コース 火・木曜日17：10~19：30 土曜日 11：15~12：45
■受講料
週②60分子供バレエ体操 8,800円
週②60分シンプルバレエ 9,900円/週②90分シンプルバレエ 11,000円

見学・体験できます。お気軽にお問い合わせください。
■講師

■講師

音楽教室主宰

川越 麻衣

■講師

劉福君二胡音楽教室所属

澤 真赤

■講師

入江 秀子

ウクレレ講師

飯野 言成

鳥井 康彬

楽しいハワイアン・フラ

(公社)日本ダンス議会名誉副会長
WBD福岡県教師協会名誉会長

■講師

緒方 文

■講師

アイレ・フラメンコ

HIP-HOP DANCE

楽しいダンスを踊りましょう

■講師 フラメンコダンスインストラクター

■講師

マーハ・フローレス

■土曜日 17：00~21：30
■受講料 4,400円

■講師

秋山 琢

阿部 慶子

つまみ細工のアクセサリー教室

かずら工芸
■講師

■講師

かずら教室講師

■講師

布花講師

マイペースステンドグラス
■講師

キルターズQ所属

林 令子

カリグラフィー
■講師

ふしぎな花倶楽部インストラクター

■月曜日 13：00~16：00
■受講料 6,710円
＜シニアコース有＞

やさしい和紙ちぎり絵
■講師

ジュエリーデザイナー

■第1・3金曜日 10：00~12：00
■受講料 3,410円

トールペインティング
■講師

公益社団法人日本手芸普及協会
カリグラフィー部門師範

安永 由美子

ミカゲフクモトフォークアートアカデミー
北九州支部長

梶原 千花子

■第1・3水曜日 10：30~12：30

■第1・3水曜日 10：30~12：30

■第1・3水曜日 13：00~15：00

■受講料 4,510円

■受講料 4,400円

■受講料 4,400円

■受講料 3,410円

■講師

一閑張り

■第1・3火曜日 10：10~12：10

■第2・4木曜日 13：00~15：00
■受講料 4,950円

表千家
白岩 宗麗

山本 宗良・宗恵

生活に役立つ日常マナー

はじめての俳句
■講師

俳誌「青嶺」主宰 県俳句協会顧問

岸原 清行

<はじめての俳句>

前結び着付け教室

■講師

梅根 千恵美

高等講師

マナコフラワーアレンジメント
■講師

山口 佳代子

■講師

いけ花からアレンジまで 夢想華
小原流家元教授

中川 登絖
■第1・3水曜日
10：15~12：15
■受講料 3,410円(花代別）

漢字・かな・ペン・実用書道
■講師

北九州書道連盟理事
日本習字教育財団教授

中野 清泉
■金曜日 15：00~20：30
■受講料 4,510円

■講師

ロイヤルフラワーアレンジメント正教授

大塚 久美子
■第4水曜日 10：00~12：00
■受講料 2,860円(花代別）

かな書道・実用書道
■講師

福岡県美術協会正会員

吉武 八雲
■第1・3水曜日 10：30~12：30
■受講料 3,960円

■土・日曜日(月2回)
時間は講師と相談
■受講料3,960円

古文書入門

■講師

■講師

■第4月曜日 13：30~15：30
■第4水曜日 18：00~20：00
■受講料 1,650円

専正池坊 生け花
■講師

西 優生子
■第2・4月曜日
18：30~20：00
■受講料 3,410円(花代別）

マナコフラワーアレンジメント
■講師

フラワーアレンジメント講師
マナコフラワーアカデミー師範

出先 麻理子
■第2・4金曜日 18：30~20：30
■受講料3,960円(花代別）

生活に役立つ書
■講師

福岡県美術協会正会員
西日本書道協会理事

鶴 亀山
■第1・3木曜日 16：00~20：00
■受講料3,960円

四季を楽しむフラワーデザイン
■講師

黒崎歴史塾

竹下 稔

■講師

■第1・3火曜日
10：10~12：10
■受講料 3,960円(花代別）

スタジオクリアツィオーネ代表

村井 明広

■第1火曜日 16：00~17：30
■受講料 3,300円

西優生子フラワーデザイン

マナコフラワーアカデミー

フラワーアレンジメント

■講師

易学南国苑 泰山派四摂流宗家

■第1土曜日 10：30~12：30
■受講料 2,200円

末広 由紀子

■第1・3水曜日
18：00~20：00
■受講料 3,960円(花代別）

■講師

BE STAFFメイクアップ
ユニバーサルアーティスト

マナコフラワーアレンジメント

マナコフラワーアカデミー
フラワーアレンジメント2級教授

グレードアップ写真講座

知って得する四柱推命

メイクアップレッスン

ラジコンインストラクター(ヘリコプター) RERC(レッドイーグルラジコンクラブ)会長

■第1・3月曜日(全2回) 10：00~12：00
■第1・3土曜日(全2回) 17：00~19：00
■受講料 17,600円 2名以上で開講

瀬々 良子

■講師

■第2・4水曜日 10：15~12：15
■受講料 9,900円(全6回)

山本 孝行

■第1・2・3日曜日 10：30~12：30
■受講料 19,800円(全9回) 別途教材費あり

■金曜日
10：30~12：30/13：30~15：30
■受講料 5,500円 水屋料1650円

井上 なお

ドローン教室 初級(座学)

前結び宗家 きの和装学苑

支部長

全日本作法会北九州支部長教授

裏千家教授

鳥羽 宗昇

■火曜日 10：30~12：30
■受講料 5,500円 水屋料1,650円

五島 節代

<俳句を楽しく>
■第2・4土曜日 13：30~15：30
■受講料 3,410円

■第2・4土曜日 10：30~12：30
■受講料 1,980円(月1回)
3,410円(月2回)

■講師

■講師

■講師

裏千家準教授

土谷 宗綾

■第1・2・3火曜日 18：30~20：30
■受講料 4,510円 水屋料1,650円

(3ヶ月コース有)

裏千家
■講師

表千家教授

矢頭 宗葉

■第1・2・3水曜日 18：30~20：30
■第1・2・3土曜日 10：30~12：30
■受講料 4,510円 水屋料1,650円

■第1・3火曜日 13：30~15：30
■受講料 3,960円

■第3火曜日 12：30~15：00
■受講料 3,300円

裏千家

■講師

表千家教授

国際フラワーアレンジメント協会認定講師

日野 美和

■第1・3水曜日 18：30~20：30
■受講料 4,180円

表千家

■講師

裏千家教授

■講師

日本手芸普及協会指導員

峯 博子

■受講料 5,500円

■講師

プリザーブドフラワー教室

■講師

今林 三千年

大塚 久美子

抹茶くらぶ

ミカゲフォークアートアカデミー会員として2,000円/年

かんたん小物手芸
■講師

MAFD AMINO講師 (財)日本余暇文化振興会講師

しゅんこう認定講師
(公財)日本和紙里ぎり絵協会評議員

荒井 悦子

■第1・3火曜日
13：00~16：00/18：00~21：00
■受講料 6,820円

■第2・4金曜日
10：00~12：30/12：30~14：30

お花のインストラクター養成講座

ステンドグラス教室講師

大村 美子

大野 真沙代

■月曜日(月3回) 14：10~17：00
■受講料 4,400円

安永 由美子

米丸 洋子

藤岡 博

■第1・3木曜日 10：00~12：00
■第1・3金曜日 10：30~12：30
■受講料 3,960円

■講師

WBD福岡県教師協会会員

■金曜日 18：30~19：30
■受講料 5,610円

養父 幸子

■講師

つまみ細工作家

押し花(花もよう)
■講師

■講師

オリジナルアクセサリー彫金

■第2・4水曜日 10：10~12：10
■受講料4,070円

布花

■講師

■第1・3金曜日 13：00~15：00
■受講料 2,200円

松原 弘子

秋山 琢
■第1木曜日 15：10~17：30
■受講料 2,200円

社交ダンス(初中級)

ホーラエ博美

楽しいパッチワークキルト

洋裁

お洒落なつまみ細工

■第1・2・3木曜日
19：30~20：45
■受講料 6,710円

■第1・2・3火曜日
＜上級＞13：00~15：00
＜普通＞15：00~16：30
■受講料 5,225円

日本折紙協会認定講師

Rakkas BellyDance Class

Eco

ピカケ奥田フラアカデミー

上野 さやか

■第1・3水曜日 15：20~17：40
■受講料 3,300円(月1回)
4,400円(月2回)

■第1・3火曜日 13：00~15：00
■受講料 4,950円円

■講師

■講師

楽しい折紙

■講師

一般社団法人戸塚刺しゅう協会北九州支部

ラッカスベリーダンスクラス入門

■第1・3木曜日 10：30~12：00
■受講料 4,510円

■火曜日 19：10~20：10
■受講料 4,400円

はじめての陶芸

戸塚刺しゅう

■木曜日 19：45~21：15
■受講料 5,830円(月3回)
7,480円(月4回)

美津子 Hokulani 竹井

KOZUE

山口 洋一

■水曜日 11：00~12：20
■受講料 6,600円

めぐみバレエアート所属

宮本 栞里

■講師

■講師

(代)北九州ダンス協会
(代)北九州ひまわりダンス倶楽部

■講師

エンジョイフラ

西日本ハワイアンフラ協会講師

■第1・2・3金曜日
13：30~14：30
■受講料 5,610円

■木曜日 11：30~12：40
■受講料 6,710円

クラシックバレエ

Emiko Body Balance 主宰

■金曜日(月3回) 19：00~20：30
■受講料 5,610円(60分)
6,710円(90分)

篠﨑 節子

井手口 眞夫・朱美

■第1・2・3月曜日 18：30~19：30
■受講料 5,720円

中山 美千代

三島 恵美子

■第1・3木曜日 14：00~15：30
■受講料 3,850円

やさしく正しい社交ダンス(中級)

サウンドスケープ森ん子の会

＜文化琴入門＞
＜大正琴＞
■第2・4火曜日 10：15~11：45 ■第1・3木曜日 10：15~11：45
■受講料 4,400円
■受講料 3,850円

■講師

渡辺 朝子

■土曜日 14：30~17：00
■受講料 5,610円

ANBタップダンススタジオ代表
プロタップダンサー

■講師

柳清本流柳美会教師

■月曜日 10：30~18：00
■受講料 5,500円(月2回)
6,600円(月3回)

森ん子の会 大正琴/文化琴入門

仁科 光子

クラシックバレエ

■講師

「アルマ・デ・ギターラ」ギター合奏団

上野学園大学ピアノ専攻科卒

出口 幸子

江口 勝喜

琉球舞踊

■講師

タップダンス

桐朋学園大学ピアノ専攻科卒

■講師

■第1・2・3月曜日 13：00~15：00
■第1・2・3木曜日 10：00~12：00
■受講料 3,960円

■第2・4火曜日 13：00~19：30
■土曜日(月2回)11：00~17：00
■受講料 6,600円/30分個人 教材費別途あり

■第1・3土曜日 10：00~11：30
■受講料 3,960円

■第2・4金曜日
＜初級＞12：30~14：00
＜普通＞14：00~15：30
■受講料 4,840円

■講師

■講師

渡辺 朝子

全日本カラオケ審査協会師範

クラシックピアノ/ソルフェージュ・楽典/はじめてのドレミ

ギター教室

楽しいウクレレ教室

■講師

宮古民謡保存協会教師
琉球音楽協会定弦会教師

日本習字教育財支部長

■第1・3木曜日 11：00~13：00
有木 春翠
■受講料 5,500円
■土曜日(月3回) 11：00~14：30
クラシック・ポピュラー・ピアノ
■受講料 4,840円

カラオケ教室

桐朋学園大学声楽科卒

飯田 知津子

九州ハーモニカ連盟理事振興会認定講師

■講師

■第2・4木曜日
12：30~15：30/18：00~20：00
■受講料 5,060円

■第1・2・4月曜日 12：30~相談
■受講料 4,620円(月1回)
8,470円(月2回)

吉岡 秀子

■第1・3水曜日 13：00~20：30
■受講料 7,700円

■講師

■講師

■講師

日本当道会大師範 生田流

菊優喜 秋恵

あなたのボイスをきたえましょう

日本ハーモニカ芸術協会師範

気軽に楽しくハーモニカ

劉福君二胡音楽教室講師

■講師

■第1・2・4月曜日
10：30~12：00
■受講料 4,510円(月2回)
6,930円(月3回)

平野 満智子

劉福君二胡教室

沖縄唄・三線
お琴・お三絃を楽しもう！
習字教室(漢字・かな・ペン・実用書)

桐朋学園大学声楽科卒

飯田 知津子

■第2・4水曜日 13：00~15：00
■受講料 3,960円

■第2・4火曜日 13：30~18：30
■受講料 5,500円

■講師

■講師

大人のハーモニカ教室

楽しい二胡入門コース

■講師

廣渡 孝一

岡田神社 権禰宜

■第2・4木曜日
＜初級＞13：00~15：00
＜中級＞14：00~16：00
■受講料 4,400円

■第1・3・4木曜日
13：00~14：00
■受講料 6,600円

■講師

日本と世界の名曲を歌おう

はじめての雅楽(龍笛)

夢の世界を歌いましょう

国家資格フラワー装飾技能士1級

西本 理香

専正池坊 日本総華督

村田 青穂
■第1・2・4金曜日
10：30~12：00
■受講料 4,400円(花代別）

手打ちそば教室
■講師

本田 敏朗

■第2・4日曜日 13：00~14：30

■第1・3木曜日 18：00~20：30

■受講料4,400円(花代別）

■受講料 4,510円 材料費別途

楽しい日常の書
■講師

日本習字教育財団支部長

椿 静心
■第1・3火曜日 10：00~12：00
■受講料 4,400円

習字教室(漢字・かな・ペン・実用書)
■講師

日本習字教育財支部長

有木 春翠
■土曜日(月3回)
11：00~14：30
■受講料 4,840円

