
アスニーアトリエやましな 3月1日（水）より受付開始
文
化
裏千家茶道（初級）

裏千家教授 鈴木 宗博
裏千家准教授 鈴木 宗知

５月８日～７月１０日 
全10回　月曜日 10:00～12:00
受講料：13,200円（税込）
教材費：4,000円程度（お茶，お菓子代）
定 員：25名
持参品：袱紗・扇子・懐紙・菓子切

· 替ソックス（替たび）
茶道を楽しみ、深め、稽古を通して日本のこころにふれてみませんか。
初めての方もお気軽にご参加ください。

美
術
水墨画
【監修】�公益社団法人日本南画院理事長

 堀江 春美
公益社団法人日本南画院常務理事

 黒川 詇子

４月１４日～８月２５日 ※6月9日・8月11日休講
全8回　第2・第4金曜日 10:00～12:00
受講料：10,560円（税込）
教材費：800円
定 員：25名
持参品：筆・墨・硯・紙・下敷き（10号・白）・鉛筆（6Ｂ）

スケッチブック（中綴じ・Ｂ5程度）・筆洗・皿・筆拭き
墨と水の織りなす濃淡・にじみ・ぼかしのバリエーションで、
独自の水墨画を楽しみましょう。

書
道かな書道（入門）

書家 並河 佳朋
4月17日～7月10日 ※5月1日休講
全12回 月曜日 10:00～12:00
受講料：15,840円（税込）
定 員：23名
持参品：筆・墨・硯・紙・下敷き（※販売あり）
基礎の筆づかいから簡単な散らし書を半紙でじっくり
学びます。

かな書道（応用）
書家 並河 佳朋

①4月4日～6月6日 ※5月2日休講

②6月20日～8月29日 ※8月15日休講
全5回 第１・第３・第５火曜日 10:00～12:00
受講料：6,600円（税込）
定 員：23名
持参品：筆・墨・硯・紙・下敷き（※販売あり）
変体仮名や連綿を織り交ぜて、変化のある散らし書に挑戦します。

漢字書道（入門）
【監修】�日展会員 佐々木 宏遠

日展会友 仁科 惠椒
助教　読売書法会�会友 須田 静風

4月20日～7月13日 ※5月4日休講
全12回 木曜日 9:30～11:30
受講料：15,840円（税込）
テキスト：2,100円
定 員：23名
持参品：筆・墨・硯・紙・下敷き（※販売あり）
古典の臨書に親しみながら、書を基礎から楽しく学びます。

実技講座や教養講座など、様々な講座で皆様の豊かな学びをしっかり支えます。
便利な交通アクセスを利用して、学ぶ・習う・楽しむ生活を始めてみませんか。

新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止に関するご案内
発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐き気などの症状がある場合はご来館をお控えください。マスク着用や咳エチケット、手洗いや手指の
消毒にご協力ください。他のご利用者との一定の間隔の確保にご協力いただく場合があります。
※感染症対策についてはｐ1もご覧ください。

アスニーアトリエやましなの講座受付開始日は、3月1日（水）
です。申込者が少ない場合、開講できないこともありますので
ご了承ください。受講料はフラワーアレンジメント以外は、当
日、受付にて一括でお支払いください。

お申し込み・お問い合わせはTEL.075-593-1515 FAX.075-583-0777までお願いします。
FAXで申し込まれた方への確認のご連絡はしておりません。ご了承ください。 受付時間：午前9時～午後5時

開館25周年
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漢字書道（応用）
【監修】�日展会員 佐々木 宏遠

日展会友　石井 孤有

5月8日～7月10日 
全10回 月曜日 13:30～15:30
受講料：15,400円（税込）
テキスト：2,100円
定 員：20名
持参品：筆・墨・硯・紙・下敷き（※販売あり）
古典の臨書を基本に基礎力を鍛えましょう。
条幅での作品制作にもチャレンジします。初心者の方も歓迎します。

音
楽よし笛

元京都市交響楽団首席オーボエ奏者
呉山 平煥

5月8日～7月10日
全10回 月曜日 13:00～15:00
受講料：13,200円（税込）
テキスト：1,000円
よし笛：5,000円
定 員：20名
持参品：よし笛（※販売あり）、譜面台（床置き式）、
    上履き、フェースシールド
よし笛が奏でるやさしい音色を一緒に楽しみましょう。

工
芸
京鹿の子絞り

京鹿の子絞振興協同組合伝統工芸士
髙木 純一

5月11日～7月13日　
全5回 第２・第４木曜日 13:30～15:30
受講料：11,000円（税込）
教材費：毎回2,000円程度（染料・布地・糸等）

ただし、初めての方は道具代として、
初回に別途3,000円必要です。

定 員：10名
持参品：針山・にぎりバサミ・エプロン
京都の伝統工芸「絞り」の多様な技術を指導します。世界に一つの作品を作りましょう。

金継ぎ（初級）
蒔絵作家 石原 律枝

4月10日・24日、5月8日・22日、6月5日・19日
全6回 月曜日
【午前コース】10:00～12:00【午後コース】13:30～15:30
受講料：16,500円（税込：共通教材費を含む）
実 費：初めての方は、初心者セット（10,700円程度）の購入が必要です。

別途金粉・銀粉等14,000円程度が必要です。
定 員：各10名
持参品：�直したい陶磁器1～5個、割り箸、楊枝、竹串、各10本程度、綿棒、ティッシュ、ラップ（小）各1箱

器は毎回タッパーに入れて持ち帰り、お家で乾かしますので、器が入る大きさのタッパー容器
その他：�作業着（汚れても良い服装）、エプロン、腕カバー等
本漆と接着剤を併用し、欠けたり割れたりした陶器を修復する修理技法を学びます。伝統工芸の漆の扱いを覚え
て自分で楽しく金継ぎができるようになりましょう。※本漆を使用するため体質によりかぶれる場合があります。

趣
味フラワーアレンジメント

講師 森本 浩美
4月20日、5月18日、6月1日、7月6日、8月3日
各1回 木曜日 10:30～12:00
受講料：1回1,650円（税込）
教材費：1回2,000円程度（お花、花器等）
定 員：各20名
持参品：花バサミ・持ち帰り用袋・筆記用具
内 容：4/20 春いっぱい

5/18 テーブルリース
6/1  ラインスタイル
7/6  涼しげに
8/3  夏の植物コラボ

アレンジの方法とお花の扱いの基礎を学びながら、デザインする
楽しさを味わいましょう。花器はお持ちいただいても構いません。

語
学中国語（基礎学習を終えられた方）

元立命館大学・立命館高等学校�非常勤講師
劉 建栄

4月18日～8月1日 ※5月2日休講　　
全8回 第1・第3・第5火曜日 10:00～11:30
受講料：15,400円（税込）
定 員：20名
持参物：「中国語口語コンプリート―中級レベル―」
    （朝日出版社）
楽しく学びながら中国語の聞く・話す・読む・書く
４つの力を鍛えましょう。

▲昨年の春の花
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山
ル
テ
ホ

楽

「アスニーアトリエやましな」は，どなたでも(京都市以外に在住の方も)受講していただけます。
先着順で受付いたします。
講座名・氏名・電話番号を連絡してください。
受講料は開講日当日に会場でお支払いください。
（フラワーアレンジメントについては，受講料・材料費を添えてお申し込みください）
※申込者が少数の場合は，開講しないことがあります。

申込・受付

地図

申込・受付

【電話・fax】TEL.（075）593-1515　FAX.（075）583-0777

※駐車場・駐輪場はございません。

地図
「お家で気軽に生涯学習」動画配信中アスニー山科ムービー  入場無料

く
ら
し

パソコン
講師 山田 祐美子

谷岡 清美

受講料：各7,040円（税込）
定 員：各10名
持参品：筆記用具

全く初めての方も、少しずつステップアップできます。スキルアップしたい内容のコースだけの受講ができます。ゆっくりした進度
でシニアの方でも安心です。楽しくパソコンに触れながら、普段の生活に活用できる操作方法をしっかりと身につけましょう。
※テキスト代は不要です。パソコン・デジカメは１人１台用意しています。

使用OS:Windows10（Word2016・Excel2016）

水
曜
日

月 4月 5月 6月 7月 8月
日 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

13:30 ～
14:50

① パソコン
初級

⑤ ワード
初級

⑨ワード
やさしい応用

⑬ ワード
ステップアップ

⑰アルバム作成と
デジカメ写真の整理

15:00 ～
16:20

② パソコン
覚えておきたい基本操作

⑥ インターネットと
Eメール

⑩ 初めてのエクセル
（③と同じ）

⑭エクセル初級
（計算とグラフ）（⑦と同じ）

⑱ エクセル
操作のコツ（④と同じ）

木
曜
日

月 4月 5月 6月 7月 8月
日 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

9:10 ～
10:30

③ 初めての
エクセル

⑦エクセル初級
（計算とグラフ）

⑪エクセル操作のコツ
（④と同じ）

⑮ エクセル
やさしい応用（⑧と同じ）

⑲ エクセル
おさらい

10:40 ～
12:00

④ エクセル
操作のコツ

⑧ エクセル
やさしい応用

⑫ パソコン
初級（①と同じ）

⑯ ワード
初級（⑤と同じ）

⑳ ワード
やさしい応用（⑨と同じ）

〔アスニー山科マスコットキャラクター〕

「学びの種」を大切に育てています。
皆さんの「学び」が集まって綺麗な花を
咲かせることが僕の夢です。

やまタン
「アスニーアトリエやましな」は、どなたでも（京都市以外に在住の方も）受講していただけます。
先着順で受付いたします。
講座名・氏名・電話番号を連絡してください。受付時間は午前9時から午後5時までです。
受講料は開講日当日に会場でお支払いください。
（フラワーアレンジメントについては、開催日の6日前までに受講料・材料費を添えてお申し込みください）
※申込者が少数の場合は、開講しないことがあります。

【住  所】〒607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地�ラクト山科Ｃ棟2階
【電話・fax】TEL：（075）593–1515 FAX：（075）583–0777
【開館時間】午前9時から午後9時まで（日曜日・祝日は午後5時まで）
・貸会場の受付時間は、午前9時から午後7時まで（日曜・祝日は、午後5時まで）
【休 館 日】第2･ 第4火曜日（祝日の場合は翌平日）･年末年始
【ホームページURL】https://yamashina.asny.ne.jp/

「アスニー山科」ホームページから
ご覧いただけます。
随時更新�
・アスニー山科講演会
・学びのフォーラム
・やまタンの山科再発見� https://yamashina.asny.ne.jp/ouchi.html

4月18日（火）「真昼の決闘」（1952年アメリカ吹替）84分
5月16日（火）「東 京 物 語」（1953年日本）136分
6月20日（火）「紳士は金髪がお好き」（1953年アメリカ吹替）92分
7月18日（火）「雨 月 物 語」（1953年日本）97分
8月29日（火）「白 い 恐 怖」（1945年アメリカ吹替）111分

地下鉄東西線「山科」駅下車・ＪＲ「山科」駅下車
京阪電鉄「京阪山科」駅下車・京阪バス「山科駅」下車 徒歩約5～7分
※駐車場・駐輪場はございません。
●�アスニー山科には、サークル活動や研修にご利用いただける貸会場がありますので、
お気軽に窓口又はお電話等でお尋ねください。
なお、ホームページに貸会場の空き状況等を掲載しています。

各日同作品を2回上映（10時・14時、開場は30分前）、定員：先着80名
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