










      

2022年 10月～12月2022年 10月～12月 2022年 10月～12月2022年 10月～12月

パン・お菓子教室（杵島郡江北町山口2889番地）

「ふっくら～」なパンを焼こう・初級編

「ふっくら～」なパンを焼こう・中級編

洋菓子工房

小路 久男

岸川 寿子
1,650円
（材料費：1,100円）／1回

1,650円
（材料費：2,200円）／1回

Café AIX（佐賀市唐人1丁目2-9）

内田 直樹
（Café AIX）ソムリエに学ぶ、ワイン講座 3日／13：00～14：30 1,320円（材料費別）／1回

デザインスタジオSHOW（佐賀市末広）

仕事に役立つフォトショップ入門

33,000円／3か月

木／18：30～20：30

仕事に役立つ！イラストレーター基礎編 水／19：00～21：00 　あなたの才能でポスター、チラシ、パンフレットが
思いのままに作れます。

初心者向けの入門編です。

講座名 講師名 曜日・時間 受講料 内　容

　ご自宅に眠っているピアノはありませんか？初心
者から経験者までクラシック、ポップス、童謡など幅
広い曲をご自分のペースでレッスンできます。（講座
では電子ピアノを使用します。）

　文化筝は、本来のお箏の半分の大きさでテーブ
ルにのせて弾くことができます。一人で楽しめる唱
歌はもちろんアンサンブルすることでより楽しみが
広がります。

実年ピアノ

はじめての実年ピアノ

9,900円／（全6回）

文化箏（ミニ箏）初級 9,900円／（全6回）講師 古賀 真理子

講師
津山 訓子、
土橋 若葉

らくらくピアノ

文化箏（ミニ箏）中級 9,900円／（全6回）講師 古賀 真理子

やさしいお箏教室～子供から大人まで 9,900円／３ヶ月
（維持費別3,000円）

近藤 イツ子
近藤 智子

講座名 講師名 曜日・時間 受講料 内　容

（火）（土）月２回
個人レッスン
及びグループレッスン

石橋ダンススクール（佐賀市駅前中央、ホテルグランデはがくれ前）

お箏教室（佐賀市西与賀）

はじめての長唄三味線 1.2.3月／9：30～10：30
　　　  10：40～11：40
　　　  19：00～20：00

杵家 弥栄葉

杵家弥栄葉教室（佐賀市）
　三味線の持ち方、ばちの持ち方、姿勢などの基本
を童謡や小曲を練習しながら学びます。

社交ダンス・初級

社交ダンス・中級

1.2.3木／13：00～14：30　
1.2.3火／18：30～20：00

1.2.3水／13：00～14：30　
1.2.3火／20：15～21：45
1.2.3木／15：00～16：30

1.2.3水／13：00～14：30　
1.2.3火／20：15～21：45
1.2.3木／15：00～16：30

1,320円×9回または10回石橋 暉夫
石橋 大輔

グラスコート・テニス教室

テニスdeリフレッシュ 

ＮＰＯ法人ＳＡＧＡアウトドアガイドクラブ　　※現地講習費別途

グラスコート佐賀テニスクラブ（佐賀市金立町）

吉永 直広 1.2.3水／19：30～21：00 　基礎から身につけたい方、健康・体力づくりを
したい方、気軽にテニスを始めませんか。

1.2.3火／19：30～21：00

15,840円／3ヵ月

ムジークアカデミー森谷（佐賀市六座町県営アパート東側）

森谷 栄子

森谷 栄子

永石 幸久

吉永 直広

楽しい卓球（全10回）　　　　　 火／13：00～15：00 13,200円（全10回）

佐賀勤労者体育センター（佐賀市兵庫北）

1,870円／回
（プリント料別330円）

　未来ある子供達に基本（読譜、音感、リズム、リト
ミック）はもちろん、元NHKピアニストが心豊かな
ピアノを指導します。ピアノの上達と共に人間形成
のあらゆる面が成長し、大舞台へと輝かしく羽ばた
いて行きます。０才からでも音に親しみ感性を育み
ます。

　正しい基本知識と豊かな音色、奏法を元NHKピ
アニストが指導いたします。練習しても何故弾けな
いの？そこには1,000年弾き続けても弾けない問
題が根本から…お一人お一人懇切丁寧に感動の
解決法であなたも必ず上手になります。趣味、受
験、専門の方。幅広い窓口をお選び頂けます。

アート・ミュージック（JR佐賀駅北口）

らくらくこどもピアノ

●５回／3カ月
●１レッスン30分）
午前の部  6：00～12：00
午後の部12：00～18：00
夜間の部18：00～24：00

●５回／3カ月
●１レッスン30分）
午前の部  6：00～12：00
午後の部12：00～18：00
夜間の部18：00～24：00

9,900円／3カ月

ムジークアカデミー森谷（佐賀市六座町県営アパート東側）

胡蝶蘭恵新日本舞踊教室（佐賀市新栄西２）
　演歌、歌謡曲、民謡にあわせて踊る日本舞踊です。
親しみやすい曲ばかりなので初心者も安心です。歌謡舞踊A

日舞体操～胡蝶～

1.2.3火／12：00～14：00

3金／13：00～14：30

胡蝶 蘭恵

1.3（月）10：00～12：00
2.4（月）10：00～12：00
2.4（火）10：00～12：00
1.3（木）10：00～12：00
2.4（木）10：00～12：00
　　  ／12：30～14：30

2.4月／9：30～11：00

aroma*aroma香りの学校（佐賀市富士町）
　季節の植物、症状に合わせた植物を選りすぐり、
植物療法を学びます。ハーブの基礎知識を深めな
がら、アレルギーなどの悩み・植物それぞれの背景
を学びます。

6,600円／（全3回）
（材料費別800円～）

竹中 栄子メディカルハーブ緑の薬箱 ３土／14：00～15：30

2.4月／11：00～12：30

　ストレス解消とダイエットに最適なテニスを始め
ませんか。「私は運動オンチなので…」という方も
安心。誰でもすぐにゲームが楽しめるようになるの
も当クラスの魅力です。

　初めての方でも基礎から指導します。健康増進、
体力維持向上に最適です。

講師
池田 俊明

　運動不足やストレスを解消し、体力づくりと自然
を楽しむ軽ハイキングです。山野草や景色を楽し
み、歴史ある山に登ります。ゆっくりで山歩きの入
門コースです。ウォーキングコースも歩きます、初め
ての方、体力に自信のない方でも安心です。

　日本の伝統楽器「箏」で曲が演奏できるよう練習
します。一緒に楽しみませんか？
1,650円で随時体験できます！

歌謡舞踊B 1.2.3火／14：30～16：30
　日本舞踊の基本から指導いたしますので、ご安
心下さい。稽古の前に着付けをすることで自然に
自分で着物を着れるようになります。

日舞を取り入れた健康体操です。

『大人の遠足』ハイキング入門

　各回、様々なワイン産地をテーマに、ソムリエ厳
選のワインをティスティングしながらその土地の
美味しいワインの飲み方やエチケットの見方を学
びましょう。

　パン作りの基本からしっかりと学べる講座です。
焼きたてのパンはお持ち帰りもできます。

　基礎から学べます。
作ったお菓子はお持ち帰りもできます。

2.4（火）12：30～14：30

プリント料330円 ※価格は全て税込表示です。

　初心者向けにジルバ、マンボなど4種目を踊り
ます。繰り返し練習して、体にリズムをなじませま
しょう。

　ワルツ、タンゴなどさらにステップアップした４種
目をレッスン。

佐賀新聞文化センター カルチャー教室

2火／10：30～13：30

1.3水／10：30～13：30

1月／10：30～13：30
2水／10：30～13：30

9,900円／3カ月

9,900円／3か月

3,960円／3か月

14,850円（全9回）／3か月
（楽器代別）

2.4土／13：00～15：30

ステンドグラススタジオY's COMET（鳥栖市神辺町）

暮らしを彩るステンドグラス 櫻井 由美 14,850円／3か月 　ミラーやランプ、パネルなど美しく輝くステンドグ
ラスで日々の暮らしに彩りをそえてみませんか。

清海工房（佐賀市呉服元町）

楽しい陶芸～成型から釉薬がけまで～ 福島 清海 7,920円／3か月
焼成代実費

2.4土／13：00～15：00 　初歩的な手びねり、電動ろくろを使っての成型な
ど、いろいろな技法の成型法を指導します。

笠  みき夜のフラワーアレンジメント 　お仕事の帰りに気軽に、実用的なフラワーアレン
ジを楽しめます。　1.3水／19：00～20：30 8,910円／3か月

花材費別

笠フラワーデザインスクール（佐賀市水ヶ江3-4-9）

絹乃屋お洒落きもの館（佐賀市卸本町）

かんたん着付けと前結び教室 　早く・楽に・苦しくない・着崩れない着方を
一緒に学びましょう。腰紐は１本も使いません！！1.2.3土／10：30～12：30中山 沙緒理 13,200円／3か月

https://www.saga-sbc.jp 0952-25-2160
《 お電話受付時間 9：30～21：30 》

お電話・WEBにてお申し込みください

佐賀新聞文化センター 検 索

非対面で予約から入金まで

パソコンからスマホから

クレジット決済
が可能になりました！

WEB
　　  で

マスク着用 検温への協力 手洗いへの協力 消毒液設置 飛沫防止シート 距離の確保 消毒清掃

ご協力よろしくお願いいたします

― 感染症対策 実施中 ―

提携教室一覧

10/23（日）：平戸・佐志岳（標高347m）
11/13（日）：天草・次郎丸嶽（標高397m）
12/18（日）：行橋・御所ヶ岳～馬ヶ岳
                （標高247、216m）

【現地講習】

１回のみの体験参加も出来ます。お問い合わせください。１回のみの体験参加も出来ます。お問い合わせください。

キャリアアップ・実務

美容・マナー・おしゃれ

ジュニア・キッズ 舞踊・ダンス

趣 味

健康・スポーツ

美 術

書 道

外国語

いけばな・フラワーアレンジメント

文芸・教養 手 芸 工 芸 茶 道

発声・ボイストレーニング

音 楽

https://www.saga-sbc.jp
佐賀新聞文化センター 検 索

要見学 ※人数によってエスプラッツ教室で開講する場合があります。


