
｢パソコンを新しくしたが使い方が分か
らない｣｢ﾀプﾚｯﾄでは物足らない｣こ
のような方を親切にご指導します｡1か
月毎にｽﾃｯプｱｯプする諦座を還して
無理なくパソコンを墓礎から学べます。
７月:PC入門､８月:操作墓礎、
９月:Word初級

司毎木曜１０:ＯＯ～１２:ＯＯ

「
“

☆６/４⑳１０:00から受付スタート

芸術文化創造育成センター専任講師
日本のはずれ､国防の最前繰として位置付けられている｢国境の島｣で
ある対馬は､今でこそ訪れる人も少なく､大海に静かにたたずんでいま
す｡しかし､かつて遠い言ひとつの｢国｣として処遇をうけてきたことは、
あまり知られていません｡つまり｢対馬国｣は日本にとって特別な場だっ
たのです｡対馬の魅力を､島内に散在する神社と遺跡を通してお話しし
ます｡11月下旬には.対馬を訪ねる現地講座も計画しています。

■ｇ/１７（水）１８:30～20:ＯＯ
両会員3.240円一般3,348円

７月期講座案内、Ｉ／

好奇心のＹその先へ IMI-NIr-Kヤノル センター前橋教室Ｍ~1Ｋ文化

"月Ｋ刀」 炉
･お問い合わせは、電話･ホームページまたは窓口で一●お申し込み

Te1.0刀-ＺＺｉ－'ｉＺｍ圃恩紬撚００土…~,7:００｡…
：ウイッキーさんの

騒龍鯉~:鋳黙ii…て‐ｉﾜﾝｲﾝﾄで楽しい英会話
輔枕診断士松本和也ｉ雛難騨部綱師山本素竹；ﾀﾚﾝﾄｳｲﾂｷー

iぐっすり眠れる魔法の枕
i～肩こり､腰痛頭痛.不眠に効く～

若さの秘訣は､脳.にある１
脳科学者達口俊之 騒婁驚蕊

日本傾聴療法士会会長松本文男

ﾙﾈｯｻﾝｽの都市ﾌｨﾚﾝﾂｪ、
その美的･文化的都市景観につ
いて分析し､優れた追念､ﾒｯｾー
ジ性を裳調します｡割市景観とい
うものに対し私たちが関心を高
める契機にもなればと思います。

可７/１９(土）１３:OO～

(株)山田朱織枕研究所枕診断士松本和也

朝会局ノー維巴.フＯＯＩ工I教材悪胃l職

鍵識議

磯
零
碓

：英語が話せたlという体験を通して恩英語の話せ
;る楽しさを体験し､自然に英語が話したいと思う
：気持ちにさせることが､子供の英語嫌いを無く
：します｡楽しいゲームやアクテイピティー満載の
;特別ﾚｯｽﾝで､子供たちは英語が大好きにな
：ります｡夏休みの親子講座です。

;■Ｂ/21(木)１３爵30～１５:３０
：■会員/一般親子2名２，７００円

これまで約3万人以上の方へ枕の指導をしてき：日本の豊かな自然､四季の移るいからたくさんのこと
た山田朱識枕研究所｡枕診断士が自宅にある；を学び､育まれた日本の文化です｡いやが上にもｽﾄﾚ
材料であなたの体形にあった｢魔法の枕｣の作：スの塔す今日､自然に深く触れ､四季を詠う｢俳句｣が

り方をお教えします。；見直されています｡お濠の美しい城並公園と､隣接す
｢頚椎症･首こり．肩こり｣首枕の体験を行います。：る高崎公園が吟行地です｡四季折々 の高崎の自然に
DVDプレゼント付！：触れてみませんか｡そして､言葉にしてみませんか。

■Ｂ/２６（火）１０:３０～１２:ＯＯ Ｉ■第３水曜１０:OO～１６:OＯ

脳の機能の中には､年齢とともに低下するもの
ばかりではなく､年齢に貢係なく伸びてゆくもの
もある…｡おなじみの脳科学者･濯口俊之先生が、
最新の脳科学で解き明かす"ヒトの老いと若返
り'.｡大人になってからでも有効な脳力の伸ばし
方､若さを保つ秘訣を､'４面白まじめ１，に語ります。

■ｇ/１３(±）１３:OO～１４:ＢＯ
■会員２，ＢＯＢ円一般３‘２４０円

傾聴療法は精神的健康の回復に大きな役割をは

たします｡傾聴療法の持つ治療の可能性は限りな
く大きく､謂神医療分野に根ざしていく必要性を藍
信しております｡今回のセミナーでは､松本先生の
傾聴療法士養成講座のテキストをもとに､｢傾聴と
はどう学ぶのか｣を学びすすめます。

■ｇ/６(±）１３:ＯＯ～１６:ＯＯ
■７/１ｓから３回（7～９月）■６，４８０円

Iノ

咽会員２．７００円一般３．０２４円召会員３２４０円一般ａ４５ＳＰヨ

唇や言,

箇剛ﾖｿｺﾝ漣-ゆっくりｽﾃｯｱﾂー ．｝淵鯛剛{訓漁づく｢鴎鴫|順ｽ門匪
NPO法人あいてぃ塾ぐんま歴史研究家

翰初めての株式投資入門 ﾙﾈｯｻﾝｽ都市ﾌｨﾚﾝﾂｪの

美的文化的景観費蒸請※
楽しいﾌﾙー ﾄーブﾗｨーﾄﾚｯｽﾝー
ﾌﾙー ﾄ奏者宮津有香里講師宇賀神哲鴫崎健

2014年１月から少額投資非課税制度ＭＳ
Ａがはじまりました｡証券会社や鰻行は口座
胃設に向け､良く分からないという方が多く
いらっしゃいます｡NISAで何ができて､何が
できないのが､基礎知識を学んでみませんが@

劃第１土曜１０:30～１２:３０
ｺ７/5から３回（7～９月）
胃６．４８０円

■第１．３水曜１８:ＯＯ～１４:１５
口７/２からＳ回（７～９月）雨１２.ＳＳＯ円

と

急一筆美の達人になる
産経国際香展理事鎌田悠紀子

尼僧と親しむ
写経と法話

■第１．３．５火曜１０:ＯＯ～１１:１０
画フバからう回（フー９月）胃１５‘１２０１エ

はじめて､楽器に触れる
方から､また始めてみよ
うと思う方も是非ご参
胡ください｡お子様から
大人まで､年齢に関係な
く自分に合った個人レッ
スンが受けら;hます。

能力を引き出す｢プチ速読」フラメンコ

樫面

西方山広徳寺住職栗原道腐
月に一度､写経と尼僧による
法話で自分と向き合い､心豊
かな時間を過ごしましょう｡ご
先祖様の供謎にもなります。

■第１月曜１３:OO～１５:ＯＯ
唾フ/７から3回(7～９月）
願ａＢＯ４円教材費目２４円

日毎月曜10:00~13:0018:30~20:30囲
司７/7から１２回(7～９月）■３８Ｂ80円

釦７/１９(土）１３:ＯＯ～１５:ＯＯ
司会員２，８０８円一般２．９１ｓ円ｄ刀3から１２回(7～９月）■32,400円

■７/19(土)前橋12:30～14:30高崎16:30～1B:３０
痢会員４‘３２０円一般４．ｓ４４円

能力開発・
ﾒﾝﾀﾙﾄﾚーﾅー池江{菱博
目からｳﾛｺの体感100%と言騨lのプ
チ通読｡小学生からｼﾆｱまで､読み方
が変わると学習や仕蔀の効率も上が
ります｡お手軽･簡単挫折なし1半信半
疑でも大丈夫｡たった2時間で一生も
のの財産を身につけませんが？

やさしい健康ヨガストレッチ
加瀬責美恵
ﾌﾗﾒﾝｺ教室主宰

加瀬責美恵
哀愁を帯びたギターの
音色に合わせて踊るフ
ラメンコ。美容と健康
のためにあなたもはじ
めてみませんが？

大切な相手に､必要なメッセ
ージを最小限の言葉で伝え
る一筆菱は､忙しいライフス
タイルのなかでますます重
要なツールです｡一筆菱の
達人になりましょう｡細字水
性ペンを使います。
可７/４（金）１３:00～１５:OＣ

群馬県健康スポーツ指導者
ヨガ講師

,海道理子

簡単な動きで骨盤底筋や体を
支え温める筋肉を鍛え､痛み・
悩みのない元気な身体をつく
ります、



自分のお気に
入りのマグカッ
ブをペットの食
器とおそろい
で作ってみませ
んか｡エレガン
ト系､かわいい
系自由な絵型
で作れます。

四…夜間講座③…高崎ｱｰバﾝﾎﾃﾙで行う講座

オーガニック

コットンを使
ったスペシャ
ルおむつケ

ーキは､出産
祝いの大人
気商品です。
スキルアッブ
をして､資格

一

＝ ＝

，I,鳳凹二§鴎

／／，
手づくりのつちぼとけ教室
-ほとけさまとご緑をつくる－

監修本寿院住職測師西方山広徳寺住職

三浦尊明栗原道鹿

夏の つくるって楽しい
おいしい講座 はじめての手織り･基礎ｺー ｽ

卓ー上織機を使った手織り－
手織りｲﾝｽﾄﾗｸﾀー 塚越頁佐子

担当竹内啓子

ハンドメイドで

ｵー 万ﾆﾂｸのローズ石鹸
-天然ローズの香りに包まれて－

無難噛農息上原直子

かわいい羊毛ﾌｪﾙﾄ教室
AIssweets1公認講師･
ニードルﾌｪﾙﾄ作家

青木京子(kanmikan）
夏のイタリア料理～ｼﾁﾘｱ料理編～
ｲﾀﾘｱ料理教室bottega616主宰たなかたかみ

賊鏡墨謹懲一

7/１７

マカロンのｽﾄﾗｯブ
8/２１

バラのケーキ
9/１８

ハロウィンラピット
１回受誹可｡お問し、
合わせ下さい。

夏に食べたいイタリア料理の中か
ら南イタリアはシチリア島のレシピ
を再現。
シチリア島のレシピから
･前菜:柑橘と魚介のカルパッチョ
･パスタ:5分でできる魚介の
パスタソース
･メイン:魚の香草パン粉焼き
･ドルチェ:レモンのジェラード

お飲物付き

■７/６（日）１０:80～１２:ＯＯ
■会員/一般3,240円

教材費１.ＯＢＯ円

初心者の方が｢手罵り｣を手
蔓に臭しむことが目的です。
使用する卓上総はｼﾝﾙ
でｺﾝｸﾄ｡持ち運び可能
で猟1易いものです｡手糊
の墓本を学びながら､布を裂
いて釣込む裂き急掃庶‘

蒲

自分のお守り
や心の拠り所
として､またご
先祖様や水子
の供饗のため、
かわいいお地
蔵様などつくっ
てみませんか？

■７/２９(火）

｡”

ﾏﾙｾｲﾕ石溌の製

法で､ロー拓隙を作
ります｡肌に良いとさ
れるｵ|ﾉｲﾝ霞はと
ても洗浄力が高くガ
っ刺激性鵡少であ

嘉鵠；

鯉■

ることから小児から索肌の誌で安心lﾉて使用して(,’
ただけ諭｡そ(､使い心地を綱して総廿鋤。

■６/２８（月）１３:30～１５:ＢＯ
■会員2,700円一般２，BOB円

別途教材費クﾗﾑを自由に選ぺま説

霜･毛などの毒材系を便い､徹，
物,ﾏﾌﾗー､ｽﾄーﾙ､ｯグ､衣服などを制作し詞。
■第2.4木曜１０:８０～１２:３０
■７/１０から６回(7～９月）
■１１，０１６円

■第３木曜１０:30～１２:３０
■７/１７からB回(7～９月）
■会員6,480円一般７，１２B円

教材費５．３４６円

蝋謡 ■７/２９（火）１０:ＯＯ～１２:ＯＣ

■会員/_般２．２６８円
材料･焼成費１.ＯＢＯ円

BＬ●■

⑥ピラテイス講師養成講座

曹鷲唾識率冒雷ＥｒＡ

一雨

③ぺｯﾄ用ﾌードポｳﾙと
フードｽﾄｯｸ

~おそろいのﾏｲﾏゲｶｯプー
ボー ｾﾘﾝｱー ﾃｨｽﾄｴ藤真由美

圃枇つデｺﾚー ｼｮﾝ灘
認定講師おむつﾃﾖﾚー ｼｮﾝｱドパｲザー

楢橋カロ代子

⑥ｯﾄｼーﾄｺﾚ宮ｼｮﾝ識
ペットシートテロレーションアドバイザー

楢橋ｶﾛｲそ子

マスキングテープで遊ぼう夏のｲﾀﾘｱ鰐'甥jゴ1k繍鞠調剛嬉ﾖ
ドルチエの全粒粉ﾏﾌｨﾝを作ります。
■７/１２(土）１４:３０～１６:ＯＯ■会員/一般2,700円教材費1,404円
[会場]高崎市並榎町SB-1Tel:O27-B61-1376

~手作りカード～

掛道聖筆会理蛎

松井'悦子
マスキングテープは使
い方しだいで､絵心の
ない方でも自分だけの
オリジナルカードが素
敵に作れます｡ユーモ

ハーブの力で今年の夏は
シャキッと１
ＮＰＯジャパンハーブソサエティー-,1-,,0.Ｌ－．

蕊雰_ブは瞳1面､輔緬画瀞
:溌駕晶懲：1識這預扇爵蕊伺

蕊雛憲i…
■６/１４(土）１０:30～１２:００
■会員/一般2,1ｓO円
教材費1,080円

咽

有名ﾓデﾙやﾀﾚﾝﾄのﾒｲｸを専門とするブ□の
ﾒｲｸｱｯｱーﾃｨｽﾄに､瞬時に顔のむくみを解
消できる魔法のﾀﾂピﾝグ法や印象を変えるﾒｲ
ｸ術など実践していただき習得|_ﾉていただきます。
■第２日曜１０:30～１２:３０
■７/１３から3回(7～９月）
■会員9,720円教材費9,720円

:..‘鈎郁:．､

〆

ペットシート

を使って､プ
レゼント用の
ケーキを作り
ませんか｡お
花いっぱい
のペットシー

トケーキは食
べたくなりそ
うです。

〃

野菜のうまみを引
き出し､減塩でも
満足できるおいし
いレシピを､たくさ
んご紹介いたしま
す｡試食もしてい
ただきます。

本場英国式の痛く帆１，癒しの足
襲ﾏｯｻージを学び諭｡ご自身の‘
ご家族への農康に役立ててみませ
んが?実技中心の蔚座ですので､終
了時には15分程のﾏｯｻー ジがで
きるようになります｡ﾛｲﾔﾙｾﾗビ
ｽﾄ協鉢ﾘ修了証を発行します。

■７/2(水)１３:00～17:００
■会員/一般14,256円

教材費3,240円

ﾒｲｸｱｯプｱｰﾁｽﾄ木村頁規子

■７/１６（水）１３:OO～１４:１０
■会員２，９１ｓ円一般3,456円教材壷2,700厩

箇ピラテイスー体幹を鍛え美しく～

FrPﾏﾂﾄピう…-ﾄﾚーﾅー柳本評子二口堅

一
．
。

》

一
へ
『

地産地消野菜で
減塩食のヒント

初夏壷楽しむ
テーブルセッテイング
スタジオエフ篠崎峰二子

英国式リフレクソロジ一講座

を取ってみませんか。

■第１日曜１０:30～１８:ＯＯ
■７/Sから３回（7～９月）
■ｇ‘720円教材費別途

栄養士･KlIx認定講師佐々 木和江
可●Ｃ●●

巳 旬 ■ ロ ● ● ● q
●■■■●●凸

■第１日曜１０:30～１３:３０
■７/6から3回（7～９月）
■９，７２０円

蕊

■第１日曜１８:30～１６:００

■７/6から３回(7～９月）
■９．７２０円教材費別途

⑮印象を変える魔法のメイク ｾﾗビｽﾄ訓雛-411洲で修揃がとれる－
R獅綻ｽｸーﾉi'ﾘﾙｸｿﾛーｻﾛﾝ塁海圭子監修、保屋野博之

く簡単ですぐに実践できて楽しい事＞
が大好きな諦師がおくる食卓作りのレ
ッスンです｡お手持ちの器にアイディ
アと工夫を添えて､オリジナリティーあ
ふれる食卓作りをしてみませんか｡そ
こからはじまるく心豊かなくらし作り＞
をご紹介します。

■Ｓ/２５（水）１４:OO～１６:ＯＯ
■会員/一般8,240円

教材費７６０円

高崎(マクロビオキッチン教室）
■Ｓ/2B(土）１１:OO～１４:ＯＯ
亘会員/一般3,240円

教材費2,160円
[会場]高崎市中居町4B3-11

Tel:ＯｇＯ－２７６Ｂ－４２７０

前橋(ﾚﾝドﾙﾌ教室）
■Ｓ/29（日）１１:OO～１４:ＯＯ
■会員/一般8,240円

教材費２，１６０円
[会場]前橋市本町1-1ｇ－１０

ＴｅｌＤ２７－２Ｂｇ－４０Ｂ６

教材費に含まれないマスキングテープ
を長さで最り売りします。

等夏の間にスキルァップ！華
管ヘッドェステ
NPO法人ﾏザー ズﾎー ﾑケア専任講師
髪に､ﾊﾘ‘コツ､ﾂﾔを蒸らせるﾊープﾄﾘーＭﾝ卜怖ﾘｭ
ﾑーｱｯ,並びに抜け毛白野防のﾌﾗｯｼ>ﾉグ法Iそして

職の水謙維職を体質別にｱドｲｽ乳舗・･純
髪や難に関する棚みがあれI蝿H|にお砿します。
雑費内訳:1,000円〈天然へ弓ﾊ･-ブ1002）


