
カルチャー通信

港北東急は今年の４月で２０周年を

迎えます。街と共に歳を重ね、若年

層が多いと言われる地域においても

生涯学習を希望される年配層の人口

も増えております。そのようなお客

様も含めて幅広いお

客様のニーズに応え、

人生を楽しむ幅を広

げるお手伝いをカル

チャーセンターのス

タッフの皆さんと

一緒に進めて

参ります。

物腰柔らかで、かわいらしいのに、
男前（？）な魅力に、常に講座は満
席。そんな御園先生の教室の作品展
が、『アートフォーラムあざみ野』
にて開催されます。
お楽しみに♪
詳細は、受付までお尋ねください。

港北店のあるセンター南は、ドラマの
撮影をやっていたりとオシャレな街の
顔だけでなく、少し歩くと自然が残っ
ています。昨年秋に４階に移転し、
新たなお客様との出会いに毎日ワク
ワクしています。スタッフ一同、笑顔
でお迎えいたします。

ハーダンガー刺繍とは・・・
北欧ノルウェー、ハンダンゲル地方で育まれた清楚で上品な刺繍です。織糸を

格子状に抜いてかがる透かし模様と、流行のサテンステッチを組み合わせた

自由なアレンジが魅力です。

毎週(木）
■18：00～19：00 初級
■19：00～20：20 中級
■19：00～20：40 上級

宝塚ご出身の中尾先生のキレの
ある踊りにシビれます。毎年の
発表会が楽しみです♪

講座では、まず、鈴木先生のデモンストレー
ションをご覧いただいています。笑顔が
とってもステキな大ベテランの先生です。

「一人一人のペースを大切に」
清水先生の丁寧なご指導に先生
の人柄が表れています。

毎週 （金）10：20～11：50
第２・４（水）13：00～14：30

受講生の大半の方が長くご受講さ
れています。大切な受講生の皆さ
まが美しく健康に気力、体力アッ
プで日々を明るく過ごされるよう、
美と健康の応援団長として、私の
ライフワーク“ストレッチ＆音楽
体操”頑張ります！

第１・３又は第２・４（金）
15：00～20：00 各30分個人レッスン

どんな曲でも吹けて
仕上がってくると嬉
しくなります。これ
はちょっと難しいか
も・・・なんて事が
あったらなおのこと。
皆さんにはそんな楽
しくて素敵な時間を
フルートと一緒にた
くさん過ごして頂け
たらいいな、と思っ
ております。

■第２・４（月）10：30～12：30
■第１・３（火）10：30～12：30

■毎週（水）
11：45～12：45

月曜の朝一講座で
すが、長沼先生の
明るい歌声と、石
川先生の心に響く
生ピアノに元気を
もらえます。年に
数回発表会があり、
本場アメリカ人の
方と歌う機会も！
■2・4(月）
10：10～11：10

鏡 張 り の 体 操 教 室
バ レ エ ・ ダ ン ス に 最 適

ピ ア ノ 付 き の 体 操 教 室
ヨ ガ や 歌 の グループレッスンなど

皆 様 を 笑 顔 で 出 迎 え る 受 付

▲長沼智子講師と受講生の皆様

■毎週（金）
19：30～20：30

店長も受講中♪

横浜市営地下鉄「センター南駅」徒歩1分。
港北ＴＯＫＹＵ Ｓ．Ｃ．7階から４階に移転いたしました。

TEL ０４５－９４８－５２１１

H29年
秋

港北東急



カルチャー通信

新潟は農産物、海産物に恵まれた風光明媚な土地柄。駅前カルチャーセンターはＪＲ新潟駅・万代口より

徒歩１分、ヨークカルチャーセンターは市民の台所・本町にあり駅前からはバスで７分、どちらも交通の便

が良く講座帰りにお買い物やお食事などが楽しめる好立地です。お子様からお年寄りまで皆様に愛され

るカルチャーセンターを目指しスタッフ一同笑顔で頑張っております。

第①③（木）13：00-15：00

１９９３年オープンのヨークカルチャーセンター新潟店は２５年目に入り、駅
前店も早いもので１３年目を迎えます。
柳都・新潟市で２店舗営業。これもひとえにご指導下さる先生方と雪や雨
にもマケズに通って下さる受講生の皆様のお陰と感謝しております。今
後も私達スタッフ一同“一流の講師とすばらしい仲間”をモットーに受講生
の皆様のお力になれる様頑張ります！皆様のご来店を心よりお待ちして
おります。

駅前カルチャーセンターにはカルチャーの中でも数少ない料
理教室がございます。その中でも今人気なのが男性だけの料
理教室です。今まで一度も料理をされた事が無い方も男性だ
けという事で気楽に受講出来ると好評です。作った料理は皆
で楽しく試食。習ったレシピをお家で披露したとおっしゃる方も
いらして料理の腕も上がっている様です♪

駅前店とヨーク店どちらも受講生募集中♪ヴォイストレーナーの田辺千枝子先生が楽しく
教えてくれます。お好きな歌を思いっきり歌いたい、大きな声でストレス発散したい等、
３０分の個人レッスンですので他の方に気兼ねする事無く受講出来ます。

第①③（金） １３：００～１５：３０ 第②④（火） １３：００～１６：００

「菌活」という言葉を聞いた事がありますか？発酵食品は美容と健康に良

い善玉菌等が多く含まれています。その注目の発酵食品をご自分で作る

新潟駅前店で人気の講座です。

（1Day講座につき入会金不要！お持ち帰り有り！）

●手作りみそ ２／２３（金）１３：３０～１５：００

●手前カクテキ！ ２／２６（月）１０：００～１２：００

受講生様からのお声をお届けします

「健康講座」ご受講中の
50代 女性

じんわりと汗もかき終わった後は気分もすっき
りして夜も良く眠れます。教室でお友達もでき、
これからも長く続けていきたいと思っています。

沖縄の魅力にとりつかれて始めた三線。通い始めて気付けば１０年
が経ちました。ボランティアで介護施設や老人ホームなどに出向き
皆さんから喜んで頂く事で「やる気」や「やりがい」を感じる事も
出来ます。三線を通じて色々な方と出会い、楽しく続けて来られた
のも先生、生徒の皆さんやカルチャーのスタッフの方がとても感じ
が良かったからだと思います。これからも出会いを大切にしながら
楽しんで続けていきたいと思います。

受付にて毎月、交替で講師の先生や受講生の皆様の力作を
展示しています。ご来店の際には是非ごゆっくりとご覧ください。

昨年からヨガを始めまし
た。動きがゆっくりなの
で運動が苦手な私でも無
理なく続けられています。

「音楽講座」ご受講中の
70代 男性

２４名様までの小会議室から最大１２０名まで
収容可能な大ホールまで、様々な貸室を
ご用意しております。無線・有線ＬＡＮ対応の
貸室ではインターネットご利用可能。新潟駅
から１分の好立地で県外からのお客様にもご
好評頂いております。

【ご利用例】
収容数２４名 ８０１号室 ９～１２時
１１，８８０円（税込）

講師：田辺 千枝子

新潟県鳥
鴇（とき）



京成成田駅よりバスで10分。成田空港と成田山で有名な、国際色豊かな地域です。

成田カルチャーセンターはイオンモール成田の専門店街2階にあり、今年18周年を迎えます。

お子様からシニアの方まで受講いただけるよう、多数の講座をご用意して、お待ちしております。

TEL: ０４７６－２３－８４１１

店長となり、2年目を迎えております。沢山の方と交流できるこの仕事が楽しくて
仕方がありません。今、何が一番、興味を引く講座なのか常にアンテナを張って、
これからも皆様に愛される講座、店舗作りを目指し、スタッフと共に頑張ってまいります。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

成田店の廊下の展示
スペースに、「デッサン
と色えんぴつ」の生徒
さんの作品を展示して
おります。日頃の受講
の成果と細やかな描写、
色えんぴつの優しい色
合いをお楽しみください。

株式会社カルチャー

カルチャー通信

空手教室受講生の小学生の慈
子ちゃん。将来は婦警さんに
なりたいそうです。熱心に空
手の型をする慈子ちゃんに、
平山先生のご指導にも、力が
入ります。夢に向かって練習
に励む慈子ちゃんをお兄ちゃ
んも優しく見守っていました。 ヴォイストレーニングをご

夫婦で受講の清河様のレッ
スンを見学させていただき
ました。
ヒカル先生は“愛でる”を
モットーに基本の発声と楽
しく歌うことが重要とのお
考えでご指導をしています。
清河様お二人共のびのびし
たお声で、レッスンに励ん
でいらっしゃいました。

受講生の清岡さま

第②④（木）11：40～12：40

癒しの音色のオカリナを
こよなく愛している、い
つもダンディで素敵な清
岡様、カメラを向けても、
心よくモデルも引き受け
てくださいました。また、
お友達もご紹介いただい
て、オカリナ教室のこと
を常に思ってくださって
います。

第②④（土）13：30～21：00

目指せ、婦警さん！！

受講生の慈子ちゃん
（木）19：00～20：00

ご夫婦で受講の清河様

入門クラスの方のために合同発表会が開催
されました。衣装をまとい、いつもとは違う表
情の生徒さん。情熱的な踊りに目が離せませ
ん。踊り終わった後の生徒さんの満足そうな
表情が忘れられません。日頃の練習の成果
が表れていました。

講師 平林 しのぶ
第②④（月）20：00～21：00（入門）

夜のカラオケのグループ
レッスンで50代、60代の男
女の生徒さんが中心です。

店長おすすめ の講師陣

『社交ダンスエクササイズ』 第①③（水）10：30～11：30 
講師：三雲 弘子

『レディース麻雀』 ②④（月）10：30～12：30 13：00～15：00 
講師：山口 大和

『英会話
プライベートレッスン』
（月）（火）（水）
10：15～20：00 
講師：ジョン

『ポップスヴォーカル』
毎週（木）13：30-14：30
講師：福井 愛

宇多田ヒカルさんや倉木麻衣さんの歌が歌えるように
なったと生徒さんより好評です。今はＨＹの「３６６日」を
練習していて、出だしの「それでもいい～♪」が難しい
よね。と生徒さん同士が楽しそうに話をしていました。

ご主人とペアを組んで社交ダンス
の大会にも出ると言う三雲先生。

社交ダンスのタンゴ、チャチャチャ
などのステップで踊るダンスです。
ペアでなく一人で踊りますので、初
めての方でも大丈夫です。生徒さ
んも昔を思い出し、懐かしいステッ
プのスロースロー、クイッククイック
で無理なくできると好評です。

ジョン先生は日本に住んで
20年以上。
イオンの従業員様向けの
英会話教室でも60名をご指導いただきました。間違っ

てもいいから英語を話してと言う先生に、初めは恥ず
かしがっていた方も自信をもって会話が出来るように
なったと喜んでいらっしゃいました。

背が高く、素敵な先生です。
声も魅力的で生徒さんも
はっきりした言葉でご指導
いただけるのでわかりやす
いと好評です。ひとりひとり
のレベルに合わせてご指
導いただけるので、初心者
の方も安心して受講いただ
けます。

『エレキ＆ギター教室』
（月）（火）（水）10：15～20：00 
講師：内藤 靖

60代、70代の方で若い頃からやっているが、自己流

なので基礎から習いたいという方から人気です。初
心者の方にも丁寧にご指導いただけるので安心です。

ＮＨＫの「おやじバンド」にも
出演したことのある内藤先
生。ライブハウスでも演奏
していらっしゃいます。

『着付け教室』
第②④（金）18：30～20：30
講師：二階堂 喜久子

います。一人で着物を着ることができると行動範囲が広
がります。好評につき午前中のお教室も増設予定です。

夜の着付け教室は、お互い
に着付けをする生徒さん、
持ち込んだ晴れ着を着てい
る生徒さん、資格取得に向
けての生徒さんもいらっしゃ

ちかこ
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お教室内でマッ ト運動 ・跳び箱 ・鉄棒など 、学校の
授業で行われる項目を 、全力で頑張っています 。
毎週 、子供たちが元気な挨拶と共に受付に駆け
込んでくる姿を見ていると 、とても微笑ましく 、
私達も元気をもらっています！

星川先生の作品はダイナミックで力強い！井上先生の作品は緻密で繊細。
対照的な作品を得意とする先生方お二人にご指導頂き、とても贅沢な授
業となっています。生徒様も多くの方が作品展へ出展され入賞経験あり、
その作品を間近で見させていただけることは、私達スタッフにとっても
贅沢な経験となっています。

いつも穏やかで気さくにお話ししてくださる岩下先生。
生徒様も皆様、熱心に長年通ってくださっています。数多くの生徒様をご指導す
る先生は、早朝ご家族や周りが動き出す前の静寂した時間が、一番仕事に集中
できるそうです。その後、ご自身の作品や赤入れを終えてから、当店の講座へ
お越し頂いております。「夜も早く寝ちゃうんだけどね」とお話し下さる岩下先
生は、私達スタッフにとって目標となる人生の大先輩です！

「県北に習える教室がない」そんなお客様の声から始
まった講座です。
開講して2年が経ち、昨年は作品展を行いました。
どの作品も繊細で、糸の宝石と例えられる所以を実感
しました。作品展をご覧になられたお客様も感動されて
いました。 【第1・3(木)13:00～15:00】 講師：浅川 明美

漫画や映画で一躍人気となった競技かるた。

所詮かるたと侮るなかれ！畳の上の格闘技とも呼ばれるほ
ど、全身を使って札を取ります。また、鶴谷先生の札を読み
上げる声に自然と背筋が伸び、集中力が高まります。歌の
魅力から競技としての楽しみ方、幅広い世代の方に楽しん
でいただけます。
【第1・3(土)10:30～12:00】 講師：鶴谷 智子

熊谷カルチャーセンターは、講師の方々、お客様、地域の皆様に温かく支えられ、
オープンから今年で17年となりました。「あついぞ！熊谷」・関東一の祇園「う
ちわ祭り」が有名な街で、2019年にはラグビーワールドカップが開催されます。
そんな「あつい街」の元気に負けないよう、スタッフ一同元気で明るく、皆様の
ご来店をお待ちしております。

3名様がオープンから通い続けて
いらっしゃいます。皆様、作品の
レベルがすごく高い！！
そんな受講生の方々にお話をお
伺いしました！

始めた当時は、まだ6才の
鳥海様。天真館空手道連
盟の登録手帳には、幼い
ころのお写真が残っていま
す。今は大学に通いなが
ら、指導のサポート役とし
て、川田先生のお手伝い
に通っていただいています。
先日行われた、第44回天
真館全国空手道選手権大
会では、一般選抜組手の
部で見事優勝を飾りまし
た！
まさに文武両道！
子供達のお手本となり、
優しくご指導いただいてい
ます。

熊谷カルチャーセンターは秩父鉄道「上熊谷駅」から徒歩5分、JR「熊谷駅」から
バスで5分のイオン熊谷店3階にございます。
カルチャーセンターをご利用のお客様は5時間無料の大型駐車場も完備され、ゆった
りとした時間をお過ごしいただける店となっています。

＊ボビンレース＊

＊小倉百人一首競技かるた＊

毎週 (水 )園児 1 6 : 3 0～ 1 7 : 3 0
小学生 1 7 : 4 0～ 1 8 : 4 0

講師 ： カワイ体育教室インス トラクター
まるやま店長

始められたキッカケは『先生の作品が飾ってあるのを

見て』そう話してくださったお客様は、当時の先生の

作品をはっきりと覚えていて詳しく教えてくださいまし

た。

『もともと人形などが好きで』とお話しいただいたお

客様は、親子で17年通ってくださっています。

『そんなになるのね』と驚きつつも、『楽しいから続

くのよ』『自分のペースでやっているから』と、素敵

な笑顔でお話しくださいました。

【第2・4(月)10:10～12:10】講師：岩下 鳳堂

【第2・4(金)10:10～12:10】
講師：星川 登美子 井上 伝蔵

TEL：048--599--0322




