
【令和元年10月開講】 

一般教養講座 
受講生募集案内 

募集期間 令和元年7月16日(火)～8月15日(木) 必着 
 

問合せ先  いなぎＩＣカレッジ事務局（稲城市教育委員会 生涯学習課） 
         〒206-0803  稲城市向陽台4-6-18 城山体験学習館内 
        tel.042-370-2822  fax.042-378-3233 

              いなぎＩＣカレッジホームページ http:// www.inagiic.net/ 

 
 

 

楽しい「ちぎり絵」 
講師  針貝 則子さんの作品 



【募集講座一覧】 
講座名 講師名 

会場 
曜日・時間 

対象 回数/期間 

1 楽しい「ちぎり絵」 針貝 則子 
中央文化センター 

第1（火）10:00～12:00 
成人 6回/6ヶ月 

2 初歩からの英会話 井原 俊郎 
ふれんど平尾 

第2・4（日）10:00～12:00 
小学生4年生

以上 
12回/6ヶ月 

3 デジタル写真講座 中級編  飯吉 茂雄 
城山体験学習館 

第2(金)10:00～12:00 
成人 6回/6ヶ月 

4 絵本・紙芝居の魅力に迫る！～読み聞かせ実践講座～ 廣瀬 惠子 第二文化センター 
第3（土）10:00～12:00 

成人 6回/6ヶ月 

5 楽しく学ぼう稲城の歴史Ⅲ ～古墳時代～ 深田 秀明 
ふれんど平尾  

第4（土）9:30～11:30 
中学生以上 6回/6ヶ月 

6 ソロで歌って！ＰＯＰＳ講座 林 仁美 
ふれんど平尾  

第1・3（火）10:00～12:00 
成人 12回/6ヶ月 

7 かんたんキーボード入門 大迫 杏子 
㈱コルグ  

第2・4（日）10:00～12:00 
高校生以上 12回/6ヶ月 

8 呼吸・健康太極拳とおしゃべり養生法 上東 紀子 
城山体験学習館 

第1・3（水）13:00～15:00 
高校生以上 12回/6ヶ月 

9 ハッピーダンシング（レクダンス＆カントリーダンス） 石坂 淑子 
中央文化センター 

第1・3（土）13:40～15:10 
成人 12回/6ヶ月 

10 きものゝ着つけ 福島 慧實 
城山体験学習館 

第1・3（月）10:00～12:00 
成人 24回/1年 

11 書道に親しむ 本間 香祥 
中央文化センター 

第1・3（土）12:45～14:45 
高校生以上 
経験者※2 

12回/6ヶ月 

12 お花でリフレッシュ（草月流） 桂田 螢佳 
中央文化センター 

第2（火）10:00～12:00 
成人 6回/6ヶ月 

13 「いけばな」 花をいけよう！（小原流） 関根 華昌 
城山文化センター 

第2・4（土）15:00～17:00 
小学生以上 12回/6ヶ月 

14 日本舞踊へようこそ （女性の講師です） 花柳 要三郎 
城山体験学習館 

第2・4（日）10:00～12:00 
小学生以上 12回/6ヶ月 

15 硬筆で学ぶ 美文字のいろは 島倉 螢 
城山体験学習館 

 第1(水)10:00～12:00 

成人 
経験者※1 12回/1年 

16 水彩画の基礎！ 岡野 正子 
城山文化センター  

第2（火）10:00～12:00       

成人 
経験者※1 12回/1年 

 【若干名募集の講座】 平成31年4月開講講座のフォロ－アップ講座のため若干名募集となります。 

17 世界の刺しゅう 渡辺 俊子 
城山体験学習館  

第1・3（月）10:00～12:00 
成人 12回/6ヶ月 

18 シールをつかってトールペイント 織田 佐和子 
稲城市立ｉプラザ 

第1(木)10:00～12:00 
成人 6回/6ヶ月 

19 楽しく「お茶」を！～イスに座ってしっかり！お稽古～ 吉田 宗陽 
城山体験学習館 

第1(金)10:00～12:00 

成人 
経験者※2 6回/6ヶ月 

20 はじめての「手編み教室」 石村 久子 
ふれんど平尾 

第2・4（土）10:00～12:00 
成人 12回/6ヶ月 

 【受講生を募集しない講座】 平成31年4月開講講座の1年講座又はフォロ－アップ講座です。 

21 身心を調えるヨーガ 小林 淳子 上谷戸緑地体験学習館 第2・4（月）9:30～11:30 12回/6ヶ月 

22 イスに座って、アフタヌーンティにお抹茶を！ 井上 宗枝 城山体験学習館 第2（木）10:00～12:00         6回/6ヶ月 

23 体と脳にも効くボイストレーニング  薮内 智子 中央文化センター 第4（月）13:00～/14:45～    6回/6ヶ月 

24 いきいき♪リフレッシング・コーラス 宍戸 晴美 第四文化センター第2・4（月）13:00～14:45 12回/6ヶ月 

25 笑顔で楽しくハワイのフラ！！   藤原 惠子 第四文化センター第2・4（水）10:00～11:30 12回/6ヶ月 

26 香りの「とびら」ハーブ＆アロマ  阿部 啓子 稲城市立ｉプラザ 第2(木)19:45～21:30 6回/6ヶ月 

27 甲骨文書道の楽しみ 入門講座   荻野目 魯雪 稲城市立ｉプラザ 第4（土）15:20～17:20        6回/6ヶ月 

28 大人のためのやり直し「英語講座」 金子 和子 城山文化センター第1・3（土）10:00～11:30 12回/6ヶ月 

29 絵手紙入門            黒田 みゆき 稲城市立ｉプラザ 第3(月)12:45～14:45 6回/6ヶ月 

◆ ※1＝入門の経験のある方（ステップアップ講座）  ◆ ※2＝初級程度の経験がある方   
◆ 各講座、日程・会場が変更になる場合があります。 ◆ 見学できる講座もありますので、事務局にお問合せください。 
 
 



講
座
概
要 

         

2. 初歩からの英会話 ６ヶ月講座          

【講 師】  井原 俊郎（いはら としろう）  

 
在勤中は30年間の海外セールスに従事、退職後ボランティアガイドで
外国人を案内しています。 
 
【講座内容】  

話すことに特化した英会話講座です。初めて外国人と会った時、 

道を尋ねられた時、即座に応じられるような学習を目指します。 

 
【用意する物】  
筆記用具 ノート 教材費1,200円/6ヶ月 

【日時】 
【会場】 

第2･4(日) 10：00～１2：00 
ふれんど平尾 

【定員】 
【対象】 

15名 
小学生４年生以上 

10/13 
日常の挨拶と自己紹介 

10/27 

11/17 
ｂｅ動詞を使った例文 

11/24 

12/8 
ｌｉｋｅ，ｗａｎｔを使った例文 

12/22 

1/12 ｃａｎを使った例文 

1/26 ｍｕｓｔ、ｈａｖｅを使った例文 

2/9 
未来形の例文 

2/23 

3/8 
どうやる！外国人への話しかけ 

3/22 

1. 楽しい「ちぎり絵」 

【講 師】  針貝 則子（はりがい のりこ） 

 
美術大学で日本画を専攻。公立小学校で図工専科として40年以上勤務。 
全国和紙ちぎり絵サークル、がんぴ舎の神崎先生に師事。 
ちぎり絵歴30年。 
 

【講座内容】 

季節の花などを題材に、美しい和紙を使ってちぎり絵を作ります。 

皆様お一人お一人の個性を大切にして、丁寧に指導します。 

初めての方も経験者の方も、ご一緒にちぎり絵を楽しみましょう。 

 
【用意する物】  
はさみ のりを入れる容器（小さいタッパー） 雑巾 
平筆（あれば） 教材費3,000円/6ヶ月 

【日時】 
【会場】 

第1(火) 10：00～１2：00 
中央文化センター 

【定員】 
【対象】 

12名 
成人 

10/1 果物 （ちぎったり、はり重ねたり） 

11/5 花 （色どり、形を工夫して） 

12/3 干支 （いろいろな技法で）          

1/7 植物 （多様な和紙を使って） 

2/4 おひなさま （はさみも使って） 

3/3 風景 （はり重ねの美しさ） 

６ヶ月講座          

６ヶ月講座          

         

3. デジタル写真講座 中級編 ６ヶ月講座          

【講 師】  飯吉 茂雄 （いいよし しげお） 

 
長年にわたり仕事や作品作り等で、写真の持つ記録性や芸術性あるい
はリアリティー等を信条に写真を撮り続けて来ました。 
公益社団法人 日本広告写真家協会会員 
 

【講座内容】  

デジタルカメラで楽しく写真の基礎を学びませんか。カメラの操作や
撮影方法などを身につけて頂き作品作りをします。撮った写真の講評
や発表を目的とした講座です。お気軽に参加ください。 
 
【用意する物】  
作品確認（今まで撮影した写真からA4サイズ２枚） 
一眼レフ又はミラーレス一眼デジタルカメラ カメラの使用説明書 
記録メディア バッテリー 講座テキスト代1,500円(初回） 
三脚・レリーズ 講評用プリント又はデータ 
※発表作品製作費(約9,000円)は各自の負担となります。 

【日時】 
【会場】 

第2(金) １0：00～１2：00 
城山体験学習館 

【定員】 
【対象】 

10名 
成人 

10/11 写真講評･単写真と組写真の捉え方 

11/8 写真講評･花の写真 

12/13 写真講評･夜景･ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ写真     ※撮り歩き予定 

1/10 写真講評･作品表現 

2/7 写真講評･作品ｾﾚｸﾄと制作確認 

3/13 写真展用作品仕上げ 

4. 絵本・紙芝居の魅力に迫る！ ～読み聞かせ実践講座～ 

【講 師】  廣瀬 惠子 (ひろせ けいこ） 

 
絵本専門士。都内の公立図書館に19年間勤務。退職後「おはなし会の
部屋」を開設。絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなどの実
演のほか講習会を実施中。 

 

【講座内容】  
絵本の読み聞かせと紙芝居の実演を行い、絵本・紙芝居の魅力に触れ

ます。受講生同士による意見交換を通して実力を高め、おはなし会の
プログラムの立て方も学びます。 
 

【用意する物】  
読み聞かせをしてみたい絵本・実演をしてみたい紙芝居 
（図書館で借用されたもので構いません） 

【日時】 
【会場】 

第3(土) 10:00～12:00 
第二文化センター 

【定員】 
【対象】 

18名 
成人 

10/19 子どもにも大人にも届けたい昔話絵本 

11/16 物語の世界へ誘う絵本 

12/21 子どもたちに楽しんでもらう紙芝居 

1/18 大人の方たちに楽しんでもらう紙芝居 

2/15 
絵本と紙芝居でプログラムを組み立ておはなし会をしよう 

3/21 

６ヶ月講座          

※4月開講1年講座の追加募集です。 
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5. 楽しく学ぼう稲城の歴史Ⅲ ～古墳時代～ ６ヶ月講座          

【講 師】  深田 秀明 （ふかだ ひであき） 
 
40年ちかく『日本史』の講義を担当していました。今は、学校や伝統
行事会場等で講演活動をしています。  
  
【講座内容】  
各時代とも、日本の歴史を復習した上で稲城の歴史を学びます。学習
内容を発展させるため、遺跡等を見学しながらのフィールドワークも

実施します。中学・高校程度の内容です。   
 
 
【用意する物】  
資料代 50円程度 
※フィールドワークの交通費は自己負担です。 

 

【日時】 
【会場】 

第4(土) 9：30～11：30 
ふれんど平尾 

【定員】 
【対象】 

15名 
中学生以上 

10/27 古墳時代前期 ※第４(日）に変更 

11/23 フィールドワーク 

12/21 古墳時代中期 

1/25 フィールドワーク 

2/22 古墳時代後期 

3/28 フィールドワーク 

6. ソロで歌って！ＰＯＰＳ講座  ６ヶ月講座          

【講 師】  林 仁美（はやし ひとみ） 

  
20才代からアメリカのスタンダードナンバー、ポップスを中心にボー
カルやピアノ弾き語り等プロ活動を始める。渡米し修行。現在は“音
を楽しむ”事を一番の目的に、公民館サークルなどで歌唱指導にあ
たっている。 
  

【講座内容】  

発声練習から始めて、課題曲1～2曲を練習し、後半は一人ずつ好きな
歌を歌っていただきます。ピアノ伴奏でソロで歌う時はその人の声の
高さに合ったキー（音の高さ）を調整します。  

 
【用意する物】  

筆記用具 楽譜コピー代（200円程度） 

【日時】 
【会場】 

第１･3(火) 10：00～12：00 
ふれんど平尾 

【定員】 
【対象】 

12名 
成人 

10/1 自己紹介、講座の内容説明 

10/15 

発声練習、練習曲、ソロで歌う 11/5 

11/19 

12/3 発声練習、中間発表に向けて準備、ソロで歌う 

12/17 中間発表（1曲） 

1/7 
発声練習、練習曲、ソロで歌う 

1/21 

2/4 
発声練習、ICカレッジ「展示・発表会」に向けての準備 
  ⇒ソロで歌う 

2/18 

3/3 

3/17 まとめの発表会（2曲） 

7. かんたんキーボード入門  ６ヶ月講座           

【講 師】  大迫 杏子（おおさこ きょうこ） 

 
作編曲家、キーボーディスト。様々なアーティストのライブ・ツアー
への参加、楽曲提供・レコーディングまで幅広く活躍中 
  
【講座内容】  
指一本からでも始められるキーボード演奏教室です。自動伴奏付きの
キーボードを使って楽しく演奏しましょう。クラス全員で演奏する合
奏も体験できます。未経験の方でもお気軽にご参加ください。 
  
【用意する物】  
テキスト代1,000円(初回のみ) 機材使用料1,000円/回 筆記用具 

【日時】 
【会場】 

第2･4(日) 10：00～12：00 
㈱コルグ（京王よみうりランド駅前） 

【定員】 
【対象】 

10名 
高校生以上 

10/13 
キーボードで音を出してみよう！ 

10/20 

11/10 
色々な音でフレーズを演奏してみよう！ 

11/24 

12/8 
色々な伴奏を使って楽しんでみよう！ 

12/22 

1/12 
とても簡単！コード進行を学ぼう！ 

1/26 

2/9 
リズムに合わせて演奏しよう！ 

2/23 

3/8 発表会に向けて練習しよう！ 

3/22 「演奏・発表会」みんなに聞いてもらおう！ 

株式会社コルグは、1963年創業の日本の電子楽器メーカーです。稲城市矢野口に
本社を置き、１階はショールームとして一般の方々に無料公開中です。楽器に触れ
る楽しさを広めるためキーボード教室をはじめ、地域に根付いた活動を行っています。 

※開講日以外でもショールームで練習できます。 

8. 呼吸・健康太極拳とおしゃべり養生法  ６ヶ月講座          

【講 師】  上東 紀子（かみひがし のりこ） 

 
楊名時太極拳師範。障害者スポーツ指導（世田谷区公認）を経て、 
上級健康太極拳指導士（NPO日本健康太極拳協会認定）など25年以上
前から地域交流活動を行っている。 
  

【講座内容】  

参加者相互の和を育み、体の軸を意識してバランスを整えます。 

健康気功太極拳は深い呼吸と気を楽しみながら、足腰が鍛えられます。
型の意味をひもといて舞うと、より美しい動きが生まれます。 
 
【用意する物】  
脱ぎ着できる動き易い服装 底のうすい靴（靴下可） 
教材費300円程度（初めての方のみ） 

【日時】 
【会場】 

第1･3(水) １3：00～１5：00 
城山体験学習館 

【定員】 
【対象】 

20名 
高校生以上 

10/2 練功十八法のストレッチ、八段錦、太極拳オリエンテーション 

10/16 ストレッチ  八段錦前半、太極拳部分稽古 不老拳 1-5式 

11/6     〃     〃  後半   〃      〃      6-9式    

11/20     〃     〃   〃    〃     〃     1-5式    

12/4     〃     〃   前半   〃     〃     6-9式   

12/18     〃        〃    〃      〃      〃    10-13式   

1/15       〃     〃 後半     〃       〃     14-17式     

1/29       〃     〃   〃      〃       〃     18-21式     

2/5       〃     〃 前半     〃       〃     22-24式    

2/19 

        〃    〃   後半    苦手動作を改善して、24式で舞う 3/4 

3/18 
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9. ハッピーダンシング（レクダンス＆カントリーダンス）   ６ヶ月講座           

         

 
【講 師】  石坂 淑子（いしざか よしこ） 

 
スポーツプログラマー（日本体育協会公認）レクダンス指導者（日本
フォークダンス連盟公認）、ダンシングアパルーサラインダンスイン
ストラクターとして中高年にダンス、健康体操を指導。また、精神保
健福祉士（厚生労働省）の資格を取得、心の健康にも力を入れている。 
 

【講座内容】  
年齢、経験に関係なく、誰でも踊れる易しいダンスです。また、健康
体操の講師の経験を生かし、楽しく踊ることに加えて、ダンスで体力
づくりができよう、ステップや振りが体に及ぼす影響などを説明しな
がら行います。 
 
【用意する物】  
動きやすい服装（スカート可） 室内履き 
 

【日時】 
【会場】 

第１･3(土) 13:40～15:10 
中央文化センター 他 

【定員】 
【対象】 

30名 
成人 

10/5 ポップス、ワルツ、ラテン等 
 色々なジャンルの曲を踊ります 10/19 

11/2 レクダンスを主に踊ります 

11/16 カントリーダンスを主に踊ります 

12/7 クリスマスにちなんだ曲を踊ります 

12/21 クリスマスパーティ 

1/11 
レクダンスを主に踊ります 

1/18 

2/1 
カントリーダンスを主に踊ります 

2/15 

3/7 復習と発表会の練習をします 

3/21 総復習 

10. きものゝ着つけ  

【講 師】  福島 慧實（ふくしま さとみ） 

 
S53年装道きもの学院師範科卒 S55年弓馬術礼法小笠原教場入門  
S58年装道きもの学院時代衣裳科卒  
S62年装道きもの学院和裁師範科卒 
 

【講座内容】 

初歩から入ります。きものへの知識、着つけ方、動作の注意、手入れ
法、保管等生活の中へきものを生かし、色どりの巾を広げ楽しんでみ
ましょう。 

  
【用意する物】  
肌襦袢 長襦袢 裾よけ 袷せ 伊達締め2本 コーリンベルト1本 
腰紐3本 帯板 帯締め 帯揚げ 帯枕 半巾帯 名古屋帯 袋帯 
洗濯ばさみ 足袋 

【日時】 
【会場】 

第1･3(月) 10：00～12：00 
城山体験学習館 

【定員】 
【対象】 

15名 
成人 

10/7 和装小物､下着類の説明､帯揚げ･帯締めの結び方、長襦袢の着つけ 

10/21 

袷せの着方、半巾帯の結び方 11/11 

11/18 

12/2 

袷せの着方、名古屋帯の結び方、修正法 
12/16 

1/6 

1/20 

2/3 
袷せ（晴れ着）の着方、袋帯の結び方 修正法 

2/17 

3/2 総復習、修正法ときものでの動作の注意点 

3/16 きものと帯の格式の説明と組み合せ方 

1年講座          

12. お花でリフレッシュ（草月流） 

【講 師】  桂田 螢佳（かつらだ けいか） 

 
10代で草月流入門、昭和48年自宅で華道教室開校、現在に至っていま
す。こでまりの会講師、草月流1級師範、師範者会顧問、東京西支部
会員、稲城市華道協会理事、稲城市芸文連副会長 
 

【講座内容】 

季節の枝、葉、花の特徴をいかし枝の作り方、花の向き等を学びます。
いける人の個性を大切によいところを伸ばし自由な創造で「私の花」
が生けいれるよう指導します。場に応じた生け方ができる花型法を取
り入れていきます。 

 
【用意する物】  
花代1回1,000円 ハサミ 花包む紙 筆記用具 雑巾 
※花器 剣山は相談ください。 

【日時】 
【会場】 

第2(火) １0：00～12：00 
中央文化センター 

【定員】 
【対象】 

15名 
成人 

10/8 立真型 各教材、花材の説明、枝の寸法、角度 

11/12 傾真型       〃 

12/10 クリスマスのお花  〃 

1/14 応用傾真型    〃 

2/25 ひな祭りのお花 

3/10 四方正面花 （アレンジ）テーブル花 

６ヶ月講座          

11. 書道に親しむ（経） ６ヶ月講座          

【講 師】  本間 香祥 （ほんま こうしょう） 

  
学生時代より書を学び、日本書法院・創玄書道会墨遊舎にて師範資格
取得。墨遊舎常任理事 毎日書道会会員 創玄書道会審査会員 
 
【講座内容】  

創玄書道会「墨遊舎」の毎月の課題を提出し、級・段を進める学びを
しています。半紙の楷書、行書、草書、隷書、臨書から細字、仮名ま
で、和気あいあいと毎月の課題に取り組んでいきます。 

初級程度の経験のある方対象の講座です。 

 
【用意する物】  
テキスト代等6,300円/6ヶ月（初回に集金します） 
紙 筆 硯 墨液 下敷き 文鎮 新聞紙 ウェットテッシュ 
ビニール袋 
第３(土)のみ…はさみ でんぷんのり 黒ボールペン 

【日時】 
【会場】 

第1･3(土) 12：45～14：45 
中央文化センター 

【定員】 
【対象】 

10名 
高校生以上 

10/5 

※毎月26日以降に届く課題テキストを中央文化センターに 
 各自、取りに来てください。 
 
第1土曜日 
 家で書いてきた毎月の課題作品を見せていただき、学び、 
 練習する。 
 
第3土曜日  
 家で書いてきた課題作品を更に深く学び 
   練習し提出する。 
 

10/12 

11/9 

11/16 

12/7 

12/14 

1/11 

1/18 

2/1 

2/15 

3/7 

3/21 

〔後期日程〕 
4/6、20 
5/4、18 
6/1、15 
7/6、20 
8/3、17 
9/7、21 

※全て有名な曲・ 
  おなじみの曲で 
     踊ります 



15.硬筆で学ぶ 美文字のいろは （ステップアップ講座） 

講
座
概
要 

1年講座          

【講 師】  島倉 螢 （しまくら ほたる） 

 
小学生の頃より書道を始め、学生時代にはアラビア書道も専攻。型に
はまらない、自分らしいキレイな字を書くことをモットーに文字を書
いています。 
 

【講座内容】  

文字の上達には、まず文字を書くことを好きになることです。 

リラックスした気分で、楽しく文字の練習をして、スキルアップしま
しょう。入門の経験のある方対象（ステップアップ）講座です。 

 
【用意する物】  
筆記用具（鉛筆、ペン）その他（必要に応じて連絡します） 

【講 師】  岡野 正子 （おかの まさこ） 
 
市内にて中級水彩画指導。2013年日本水彩画会（都美術館50号入選） 
2014・2015年（国立新美術館）日美展優秀賞審査員奨励賞受賞 
清興会入選会員推挙等 
 
【講座内容】  
筆の使い方や水加減でにじみ、ぼかし、明暗や遠近を勉強します。果
物や季節の野菜、器を描きましょう。後半は描きたいモチーフ持参で
も良いですね。水彩基礎の初級からすすめます。 
入門の経験のある方対象（ステップアップ）講座です。 
 

 【用意する物】  
水彩用具 水彩紙(ウォーターフォード) 水入れ 鉛筆(HB) カメラ 
カッターナイフ マスキングテープ(1.8㎝幅) 練り消しゴム 雑巾 
テッシュ メモノート マスキング液 プラスチック定規（30㎝） 
教材費3,000円/6回（初回に集めます）※初回はあるものをご持参ください。 

※3月の展示会の作品代(額6号、マット)は各自の負担となります。 

【日時】 
【会場】 

第2(火) 10：00～１2：00  
城山文化センター 

【定員】 
【対象】 

12名 
成人 

10/8 
野菜を描こう 

11/12 

12/10 
果物を描こう 

1/14 

2/4 
グラスを描こう 

3/10 

4/14 
パースを学ぼう 

5/12 

6/9 
木を描こう 

7/14 

8/11 
自由課題 

9/8 

６ヶ月講座          

13.「いけばな」花をいけよう！（小原流） ６ヶ月講座          

【講 師】  関根 華昌 （せきね かしょう）  

 
小原流専門教授者（東京支部正会員）、稲城市華道協会会員  
中学校教員免許、高校教員免許 
 
【講座内容】  

季節の花を毎月2回、巾広い年代層の方々と一緒に、明るく楽しい時
間をすごすことができます。花の名前やとり合わせを学びながら小原
流の活け方をやさしく教えていきます。お花に心を表現できる講座で
す。親子での受講も大歓迎です。 

 
【用意する物】  
花代１回大人1,000円 こども700円程度 ノート 筆記用具 雑巾 
新聞紙 花包み（ビニール袋可）ハサミ(ある方はご持参ください) 
※剣山、花器は講座内でお貸しできます。 
 

【日時】 
【会場】 

第2･4(土) 15：00～１7：00 
城山文化センター 

【定員】 
【対象】 

10名 
小学生以上 

10/12 まわるかたちの基本 

10/26 ひらくかたちの応用 

11/9 ならぶかたちの応用 

11/30 直立型（基本） 

12/14 直立型（応用） 

12/21 クリスマスの花 

1/11 傾斜型（基本） 

1/25 傾斜型（応用） 

2/8 バレンタインデーの花 

2/22 おひなさまの花 

3/14 展示会の振替え 

3/28 自由花 

14. 日本舞踊へようこそ  ※女性の講師です   ６ヶ月講座           

【講 師】  花柳 要三郎 （はなやぎ ようざぶろう） 

  
９歳から花柳昌三郎（旭日小授章）に師事。名取師範となる。 
日本舞踊協会会員。女流名家、歌舞伎ＣＨに出演、舞踊コンクールに
て奨励賞連続受賞。※ICカレッジ出身の男子が舞踊コンクール入賞、
女子は名取試験４名合格 
 
 
【講座内容】  
古典舞踊の基礎と共におじぎの仕方、着物の着方、たたみ方も学び、
自然な立ち居振る舞が身について参ります。親子での受講、再チャレ
ンジの方も大歓迎です。 

 
【用意する物】  
ゆかた 帯（半巾帯、三尺など） 白たび（白ソックスでも可） 

【日時】 
【会場】 

第2･4(日) 10：00～１2：00 
城山体験学習館  

【定員】 
【対象】 

15名 
小学生以上 

10/13 日本舞踊の話 お辞儀の練習   踊りの稽古①  

10/27 踊りの稽古 ②  美しいあいさつ、おじぎの仕方 

11/10 踊りの稽古 ③      〃 

11/24 踊りの稽古 ④      〃 

12/1 踊りの稽古 ⑤  着物の着方、たたみ方  

12/15 踊りの稽古 ⑥      〃 

1/12 踊りの稽古 ⑦      〃 

1/26 踊りの稽古 ⑧  美しい立ち居振る舞（立つ、座る） 

2/9 踊りの稽古 ⑨           〃 

2/23 踊りの稽古 ⑩      〃       

3/8 踊りの稽古 ⑪      〃       （立つ、座る、歩く） 

3/22 仕上げ     自分で着物を着て挨拶をする  踊りの稽古 

【日時】 
【会場】 

第1(水) 10：00～１2：00 
城山体験学習館  

【定員】 
【対象】 

15名 
成人 

10/2 

色々な場面での文字 
芳名帳/祝儀袋/御霊前/履歴書/など 
その他、必要に応じます。 

11/6 

12/4 

1/8 

2/5 

3/4 

4/15 

より美しい文字を書くために課題提出など 
より細やかな添削と作品作り（仮） 

5/13 

6/3 

7/1 

8/5 

9/2 

1年講座          

※4月開講1年講座の追加募集です。 

16.水彩画の基礎！ （ステップアップ講座）   1年講座          



講
座
概
要 

20. はじめての「手編み教室」  ６ヶ月講座          

【講 師】  石村 久子（いしむら ひさこ）  

 
㈳日本編物文化協会指導員 技術検定審査委員取得  
公民館の手編みサークルの講師として活躍中 
 
【講座内容】  

棒針カギ針、基礎編みから作品仕上げまで指導します。 

自分だけのニットを編み、温もりをご一緒しましょう。 

※4月開講講座のフォローアップ講座です。 

 
【用意する物】  
棒針・カギ針6号～７号 並太毛糸50ｇ 筆記用具 
教材費1,200円程度（編物メジャー、製図用紙） 
作品製作費は各自負担となります。 

【日時】 
【会場】 

第2･4(土) 10：00～12：00 
ふれんど平尾  

 ※若干  
【対象】  

名募集 
  成人 

10/12 
かぎ針の基礎編み 

10/26 

11/16 実寸大製図 

11/30 模様選択 

12/14 ゲージの計り方 

12/21 

ゲージを取り実習する 1/11 

1/25 

2/8 小物 クリスマス飾り 

2/22 
実習 

3/7 

3/28 自作自演 フロアショー 

         

17. 世界の刺しゅう ６ヶ月講座          

【講 師】  渡辺 俊子 （わたなべ としこ） 

 
（公財）日本手芸普及協会刺繍講師 アメリカ、オランダに滞在した 
12年間で美術館に通い、その体験から得た文化や色彩感覚を大切にし
ています。 
 
【講座内容】  
柊と赤い実、クリスマスローズのリースやブラックワークのガチョウ、
春が待ち遠しくなるようないちご、ブルーベリー、ラズベリーなどの
べりー類の実を楽しく刺しゅうしていると嫌な事は忘れ楽しい気分に
なります。※4月開講講座のフォローアップ講座です。 
 
【用意する物】 
裁縫道具（ハサミ、マチ針等）フランス刺しゅう針  
クロスステッチ針 刺しゅう枠 
教材費8,000円／12回（初回に集めます） 
 

【日時】 
【会場】 

第1･3(月) 10：00～１2：00 
 城山体験学習館 

 ※若干  
【対象】  

名募集 
  成人 

10/7 

柊と赤い実とクリスマスローズのリース（額装） 

10/21 

11/11 

11/18 

12/2 

12/16 
ブラックワーク or クルーエル刺しゅう 
 or シュバルム刺しゅう(額装） 
 

1/6 

1/20 

2/3 

2/17 

いちごとブルーベリーのブローチ 3/2 

3/16 

18. シールをつかってトールペイント 

【講 師】  織田 佐和子 (おだ さわこ） 

 
佐々木恵美のシールdeトール認定講師。ロシア在住時には、ジョスト
ボやマトリョーシカ作家に師事。都内で体験講習の講師として指導し
ています。シールdeトールコンテストにて最優秀賞受賞。 

 

【講座内容】  
透明なシールの上からアクリル絵具で手描きをプラス！難しいと思わ

れがちな絵も、これならきれいな作品に仕上げられます。佐々木恵美
オリジナルデザインのシールを使って色使いと簡単なアレンジ方法を
学びましょう。※4月開講講座のフォローアップ講座です。 

 

【用意する物】 
教材費6,000円/6ヶ月 スターターキット代2,000円程度 
（シールポッジ アメリカーナ絵の具 パールホワイト テキスト） 
4～5㎝のふた付きタッパー ポケットテッシュ ハサミ 雑巾 
 

６ヶ月講座          

【日時】 
【会場】 

第1(木) 10:00～12:00 
稲城市立ｉプラザ  

 ※若干  
【対象】  

名募集 
  成人 

10/3 ハロウィーン 

11/7 クリスマス 

12/5 お正月 

1/9 節分 

2/6 おひな様 

3/5 イースター 

19. 楽しく「お茶」を！（経）～イスに座ってしっかり！お稽古～  ６ヶ月講座          

【講 師】  吉田  宗陽 （よしだ そうよう） 

 
裏千家正教授、裏千家学校茶道指導資格取得、稲城市茶道協会会長 
自宅・文化センター等で教授活動 
 

【講座内容】  

四季折々のお茶を楽しみながら、本来のわびの心や姿勢を整えていき
ましょう。稽古は常に日常を意識して行い、習ったことを生かし心豊
かに、美しい所作を！初級程度の経験のある方対象の講座です。 

※4月開講講座のフォローアップ講座です。 
 
【用意する物】  
ふく紗 懐紙 扇子 古ふく紗（お持ちの方） 
教材費6回分3,000円程度 

【日時】 
【会場】 

第1(金) 10：00～12：00 
城山体験学習館 

 ※若干  
【対象】  

名募集 
  成人 

10/4 風炉の名残。お茶会を体験してみましょう。 

11/1 開炉の季節、伝統文化を考えましょう。 

12/6 忘れのお茶 忙中閑ちょっと一服 

1/17 正月の初点前 

2/7 寒中のお茶 寒さに負けず頑張りましょう。 

3/15 いろいろ行事を考えながら 



 

 

 

 

◆募集期間 

 令和元年7月16日（火）～  8月15日（木）必着 

  （定員に余裕がある場合には、開講後でも受講できます。） 

 

 ・応募者が定員を超えた場合は、市民を優先し抽選になります。 

 ・申込み人数が６名に達しない場合、開講されません。 

 ・お子様連れでは受講できません。(保育には対応しておりません) 

   

◆受講料 ６回 3,000円 / 12回 6,000円 

 ・中学生以下の受講料は半額となります。 

 ・1年講座は、6ヶ月ごとの納付となります。 

 ・講座によっては教材費がかかる場合もあります。  

  

◆申込方法（１通で複数講座のお申込みが可能です） 
 

 ①官製はがきでの申込み 

       （はがき表面）                         （裏面） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

②「いなぎＩＣカレッジ」ホームページから申込み 

     ( http://www.inagiic.net/ ) 
 

※申込みのあった方全員に受講の可否を9月上旬頃に通知します。 
 

◆受講料の支払い 

 ・受講決定の通知を受け取った方は、期日までに指定口座に 

  お振込みください。※振込手数料は、ご本人様負担になります。 

 

◆受講の取り消し 

 ・申込みをキャンセルする場合は必ず事務局までご連絡ください。 

  ・教材費を負担いただく講座もあります。 

 

 

【 募集要項 】 

🏣 206-0803 
稲城市向陽台4-6-18 
城山体験学習館内 
  
いなぎICカレッジ 

事務局  行 

62 ①希望講座名 
②氏名（フリガナ） 
③住所 
④電話番号 
⑤年齢 
⑥性別 
⑦受講動機 
⑧講座をなにで 
  知りましたか？ 

   キャンセル連絡         受講料の返金 

開講日前 500円（手数料）を差し引いた金額 

１回受講後7日間以内 
1,000円（1回の受講料と手数料）を 
差し引いた金額 

１回受講後8日目以降 受講料の返金はいたしません 

◆受講までの流れ 

講座の選択 

受講の申込み 

はがき又はホームページから申込みください。 
（令和元年8月15日まで） 

申込み結果の通知 

受講決定のお知らせ (受講料振込みについて） 
講座カリキュラム等を送付します。 

（9月上旬） 

受講料の振込み 

期日までにお振込みください。 
※入金の確認などのご連絡はいたしません。 

受講開始 

カリキュラムで日時、会場、教材費、持ち物等を 
確認の上、ご参加ください。 

※お申込みの際にいただいた個人情報は、講座開催・運営 

及びいなぎICカレッジの催しのご案内のみに利用させていた 

だきます。 

いなぎＩＣカレッジ事務局 
（受付時間:火曜日～金曜日 １０時～１６時） 

  〒206-0803 稲城市向陽台４－６－１８ 

          城山体験学習館内 

TEL   0４２－３７０－２８２２ 

FAX  ０４２－３７８－３２３３  

  URL  http://www.inagiic.net/ 


