
・棋士の囲碁スクール

 

 
 

 

語学

・アテネ･フランセ
・イタリア文化会館
・インスティトゥト･セルバンテス東京
・神田外語キッズクラブ
・ヌーベルエコール
・FIDES学院

パソコン

・科学技術館 パソコン教室
・テックガーデンスクール
・パソコン市民講座　神保町駅前教室

文化・芸術

・アーツ千代田 3331

・御茶の水美術学院

・文房堂アートスクール
・桃園学園　四谷美術研究所

料理

・ABC丸の内クッキングスタジオ
・東京會舘クッキングスクール
（Supported by ABC Cooking Studio）

・ホームメイドクッキング（有楽町教室）

教養

・ウィズダムアカデミー市ヶ谷飯田橋校

　
音楽

・宮地楽器　MUSIC JOY 飯田橋／市ヶ谷／神田
・山野楽器ヤマノミュージックサロン有楽町/大手町

年度

・共立アカデミー（共立女子大学 共立女子短期大学）

・帝京大学リカレントカレッジ

・毎日文化センター

・和洋女子大学ビジネスキャリアアカデミー

スポーツ・エクササイズ・ダンス

・エストゥディオ　ソナアルテ

・㈱須賀楽器　駿台音楽院

・音楽教室GUPPA！

大学公開講座

前期

・ABC丸の内クッキングスタジオ
・日本健康太極拳協会

・ハルスポーツラボラトリー

4

・公益財団法人日本棋院
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令和 年度 千代田区講座・講習会バウチャー制度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象者 千代田区に住民登録がある方 

対象講座 バウチャー制度対象学習機関が開催する講座・講習会 
     ＊但し、資格取得を目的とする講座を除く 
      対象外の講座もございますのでご注意ください 
      対象講座の開催時期が、前期のみ開講、後期のみ開講の 

講座と限られている場合がございます。 
      対象の講座の詳細については、各学習機関へ直接お問い 

合わせください。 
 

対象受講期間 令和 4 年 4 月 1 日（金）～ 年 3 月 31 日（金） 

補助金額 各受講料の半額（区民ひとり年間上限 1 万円まで） 
     ＊半額にした際の 1,000 円未満の端数は切り捨てます。 
            入学金・教材費等は補助対象外です。 
 

●申請者の方が提出する書類と提出期限 

①補助金交付申請書  

②受講修了証明書兼確認書  

③補助金請求書 
 

申請・問い合わせ先 
千代田区立九段生涯学習館 
〒102-0074 九段南 1-5-10 

TEL：03-3234-2841 FAX：03-3262-7460（午前 9 時～午後 9 時） 
休館日：第 3 月曜日（祝日の場合は次の平日） 12 月 29 日～1 月 3 日は除く 

URL  https://www.kudan-ll.info 

～ 年 3 月 16 日（ ）20 時 
～ 年 4 月 15 日（ ）20 時 

（千代田区在住であることを証明する書類の写しを提示、もしくは添付） 

バウチャー制度は千代田区内の学習機関での受講料の 

半額（年度上限 1 万円まで）を区が補助する制度です。 

令和 5

令和 5

令和 5

木

土

4

 

チケット（回数券）制の講座を受講しています。期間が 
年度をまたがるのですがどのように申請すればいいですか？ 

令和４年 4 月 1 日（金）～令和５年 3 月 31 日（金）内で受 

講した期間を記入し、①補助金交付申請書を提出してください。

②受講修了証明書兼確認書の受講期間、受講料は各学習機関側 

で記入してもらえます。 

その後全て記入の上、③補助金請求書とともに九段生涯学習館ま

で速やかにご提出ください。 

申請時には千代田区に住んでいましたが、講座受講中に区外に 
引っ越すことになりました。 
その場合でも補助金はいただけますか？ 

申請時に千代田区にお住まいであれば対象になります。  

申請の際には千代田区にお住まいであることがわかる証明書類を

忘れずにご提示ください。また、予め住所が変わることがわかっ

ている場合は、その旨を窓口までおしらせください。 

年度内に対象講座を 3 つ受講します。全て申請してもいいですか？ 

受講料の半額の合計が 1 万円になるまではいくつでも申請してい

ただいて構いません。ただ、1 枚の紙にまとめて申請はできません

ので、お手数でも 1 講座につき 1 枚の記入をお願いいたします。 
※ただし、同一講座を複数受講される場合は、1 枚にまとめてご記入

いただけます。 

 

 

 



バウチャー制度対象学習機関名称

※講座申込み時にバウチャー制度対象講座であることをご確認ください。

※各講座についての詳しい内容は各対象学習機関発行の案内書をご覧ください。

 1 アテネ ・ フランセ

 1 アーツ千代田 3331

 2 イタリア文化会館

 2 インスティトゥト ・ セルバンテス東京　

 3 ウィズダムアカデミー市ヶ谷飯田橋校

 3 ABC 丸の内クッキングスタジオ

 4 エストゥディオ　ソナアルテ

 4 御茶の水美術学院

 5 音楽教室GUPPA!

 6 科学技術館　パソコン教室

 6 神田外語キッズクラブ

 7 棋士の囲碁スクール

 7 共立アカデミー（共立女子大学　共立女子短期大学）

 8 公益財団法人日本棋院

 9 ㈱須賀楽器　駿台音楽院

10 帝京大学リカレントカレッジ

10 テックガーデンスクール

10 東京會舘クッキングスクール（Supported by ABC Cooking Studio）

11 日本健康太極拳協会

11 ヌーベルエコール

11 ハルスポーツラボラトリー

12 パソコン市民講座　神保町駅前教室

14 FIDES 学院

14 文房堂アートスクール

16 ホームメイドクッキング（有楽町教室）

17 毎日文化センター

20 宮地楽器　MUSIC JOY 飯田橋／市ヶ谷／神田

22 桃園学園　四谷美術研究所　

23 山野楽器ヤマノミュージックサロン有楽町

24 山野楽器ヤマノミュージックサロン大手町

24 和洋女子大学ビジネスキャリアアカデミー

ページ
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イタリア文化会館
〒 102-0074　千代田区九段南 2-1-30

ＴＥＬ　03-3262-4500
ＦＡＸ　03-3262-4510

URL　http://www.iictokyo.com/

講　　座　　名

アーツ千代田 3331
〒 101-0021　千代田区外神田 6-11-14

ＴＥＬ　03-6803-2441
ＦＡＸ　03-6803-2442

URL　http://www.3331.jp

講　　座　　名

3331絵画クラブ「油絵」

【イタリア語】

セミナー

総合コース（入門・初級・中級・中上級・上級）

集中コース（入門・初級・中級・中上級）

強化コース（初級・中級・中上級・上級）

会話コース（入門・初級・中級・中上級・上級）

文法コース（入門・初級・中級・中上級）（※全10回の講座に限る）

作文コース（中級）イタリア文化と作文講座

読解コース（入門・初級・中級・中上級） 

仕事で使えるイタリア語コース（初級・中級・中上級・上級）

文化コース（入門・初級・中級・中上級・上級・最上級）

（※全10回の講座に限る）

ルネッサンス・コーラスの楽しみ

イタリア古典歌曲

ゼロから始めるイタリアの歌 

オペラコース　イタリア語発音講座

ラテン語  

古典ギリシャ語

― 2 ― 

アテネ・フランセ
〒 101-0062　千代田区神田駿河台 2-11

ＴＥＬ　03-3291-3391
ＦＡＸ　03-3291-3392

URL　https://athenee.jp/

講　　座　　名

【仏語】

【英語】

【古典ギリシャ語】

【ラテン語】

入門科、英語で学ぶ入門フランス語

準備・演習・復習コース（入門、初級準備、初級、中級、上級）

速習セット、英語で学ぶ入門科＋初級準備

総合講座（初級、初中級、中級、上級準備、上級、最上級）

総合講座総復習（初級、中級）

通訳・翻訳講座※試験対策クラスを除く

単科（入門、初級、中級、上級）※試験対策クラスを除く

視聴覚クレディフ

視聴覚サンテティック

短期集中講座（入門、初級準備、初級、中級、上級）

プライベート、セミ・プライベートレッスン※資格取得のためのレッスンを除く

総合英語（初歩、初級、中級、上級）

総合会話（初級、中級、上級）

総合ビジネス英語コース（初級、中級、上級)

ビジネス英語コース（初級、中級、上級）

リッスン＆スピーク（初級、中級、上級）

通訳・翻訳講座（初級、中級、上級）

科目別選択（初歩、初級、中級、上級）※試験対策クラスを除く

英語短期集中講座（初級、中級、上級)

プライベート、セミ・プライベートレッスン※資格取得のためのレッスンを除く

入門、初級、中級、上級

入門体験講座、復習講座

プライベート、セミ・プライベートレッスン※資格取得のためのレッスンを除く

入門、初級、中級、上級

入門体験講座、復習講座

プライベート、セミ・プライベートレッスン※資格取得のためのレッスンを除く
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イタリア文化会館
〒 102-0074　千代田区九段南 2-1-30

ＴＥＬ　03-3262-4500
ＦＡＸ　03-3262-4510

URL　http://www.iictokyo.com/

講　　座　　名

アーツ千代田 3331
〒 101-0021　千代田区外神田 6-11-14

ＴＥＬ　03-6803-2441
ＦＡＸ　03-6803-2442

URL　http://www.3331.jp

講　　座　　名

3331絵画クラブ「油絵」

【イタリア語】

セミナー

総合コース（入門・初級・中級・中上級・上級）

集中コース（入門・初級・中級・中上級）

強化コース（初級・中級・中上級・上級）

会話コース（入門・初級・中級・中上級・上級）

文法コース（入門・初級・中級・中上級）（※全10回の講座に限る）

作文コース（中級）イタリア文化と作文講座

読解コース（入門・初級・中級・中上級） 

仕事で使えるイタリア語コース（初級・中級・中上級・上級）

文化コース（入門・初級・中級・中上級・上級・最上級）

（※全10回の講座に限る）

ルネッサンス・コーラスの楽しみ

イタリア古典歌曲

ゼロから始めるイタリアの歌 

オペラコース　イタリア語発音講座

ラテン語  

古典ギリシャ語
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イタリア文化会館
〒 102-0074　千代田区九段南 2-1-30

ＴＥＬ　03-3262-4500
ＦＡＸ　03-3262-4510

URL　http://www.iictokyo.com/

講　　座　　名

【イタリア語】

総合コース（入門・初級・中級・中上級・上級）

集中コース（入門・初級・中級・中上級）

強化コース（初級・中級・中上級・上級）

会話コース（入門・初級・中級・中上級・上級）

文法・作文コース（入門・初級・中級・中上級）

読解・語彙コース（入門・初級・中級・中上級） 

仕事で使えるイタリア語コース（初級・中級・中上級・上級）

文化コース（入門・初級・中級・中上級・上級・最上級）

※全10回の講座に限る

オペラコース　イタリア語発音講座

ラテン語  

古典ギリシア語

インスティトゥト・セルバンテス東京
〒102-0085　千代田区六番町2-9セルバンテスビル

ＴＥＬ 03-5210-1706
E-mail　acx2tok@cervantes.es
URL　http://tokio.cervantes.es

講　　座　　名

スペイン語コース 入門、初級、中級、中上級、上級、最上級

スペイン語特別コース

子ども／ジュニアユースのためのスペイン語

歴史で学ぶスペイン語

観光・旅行業向けスペイン語

スペイン語強化コース

会話コース

カタルーニャ語コース
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ウィズダムアカデミー市ヶ谷飯田橋校
〒102-0073　千代田区九段北4-2-29　セブンアネックス４F

ＴＥＬ　03-6261-6470
ＦＡＸ　03-6261-6475

E-mail　ichigaya@wisdom-academy.com
URL　https://wisdom-academy.com

講　　座　　名

K-ART　SCHOOL

アルゴクラブ

そろタッチ

絵画

書道

タンキュークエスト

ＡＢＣ丸の内クッキングスタジオ
〒 100-0005 千代田区丸の内 3-1-1 国際ビルヂング地下 2 階

ＴＥＬ　03-5220-3191

講　　座　　名

クッキングコース
基礎クラス

バリエーションクラス（セレクトクラス）

基礎クラス

マスタークラス

リッシュクラス

基礎クラス

マスタークラス

ブレッドコース

ケーキコース

※受講コースについてのお問い合わせは（株）ABCクッキングスタジオまでお問い合わせ下さい。

※コースご契約時に、ポイント割引きを利用されている場合は、割引き後の価格が補助対象となります。
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エストゥディオ　ソナアルテ
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋2-14-7光ビル１F

ＴＥＬ 090-8463-1846
URL　https://zona-arte.com

講　　座　　名

フラメンコ キッズフラメンコ

はじめてのピラティス キッズヨガ

ピラティスビギナー キッズピラティス＆バレエ

ピラティスフロー キッズ体操

大人のフルート キッズフルート

講　　座　　名

中学生科

基礎土曜夜間コース

基礎日曜午前コース

基礎日曜午後コース

基礎月曜夜間コース

ジュニア科

土曜夜間コース

日曜午前コース

日曜午後コース

月曜夜間コース

〒 101-0062　千代田区神田駿河台2-3
ＴＥＬ  0120-084-612
ＦＡＸ  03-3293-8737

URL　https://gakuin.ochabi.ac.jp

御茶の水美術学院
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音楽教室 GUPPA!
〒102-0074　東京都千代田区九段南4-7-24トゥーラント88ビル202

ＴＥＬ　03-6272-4566

講　　座　　名

ピアノ

スタンダードコース 30 分

スタンダードコース 45 分

スタンダードコース 60 分

月２回コース 30 分

月２回コース 45 分

月２回コース 60 分

ボーカル

スタンダードコース 30 分

スタンダードコース 45 分

スタンダードコース 60 分

月２回コース 30 分

月２回コース 45 分

月２回コース 60 分

ギター

スタンダードコース 30 分

スタンダードコース 45 分

スタンダードコース 60 分

月２回コース 30 分

月２回コース 45 分

月２回コース 60 分

バイオリン

スタンダードコース 30 分

スタンダードコース 45 分

スタンダードコース 60 分

月２回コース 30 分

月２回コース 45 分

月２回コース 60 分

フルート

スタンダードコース 30 分

スタンダードコース 45 分

スタンダードコース 60 分

月２回コース 30 分

月２回コース 45 分

月２回コース 60 分

幼児音楽クラス 月２回コース 50 分
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科学技術館  パソコン教室
〒 102-0091  千代田区北の丸公園 2-1

ＴＥＬ　03-3212-2455
ＦＡＸ　03-3212-7244

URL　http://kagakupc.jp/

講　　座　　名

タッチタイピング講座 

いまどきのパソコン　旬な使いかた講座

ウィンドウズ講座　

はじめてのオンラインビデオ講座

はじめてのアイパッド講座

年賀状作成講座

年賀状作成講座

【ワード講座　ステップ①】（上級）

【ワード講座　ステップ②】（上級）

【ワード講座　ステップ③】（上級）

【ワード講座　ステップ④】（上級）

【エクセル講座　ステップ①】（上級） 

【エクセル講座　ステップ②】（上級） 

【パワーポイント講座】（上級） 

【ウィンドウズ講座】（上級）

【グーグル活用講座】（上級） 

半日講座

一日講座

神田外語キッズクラブ
〒 101-0047  千代田区内神田 2-13-9 神田外語本部ビル４階

ＴＥＬ　0120-154-815
ＦＡＸ　03-3252-0240

URL　http://www.kidsclub.co.jp

講　　座　　名

子ども英語

アドバンス（小学生以上） 中学生・高校生

子育て英語講座（大人）

幼児～12才

０才～３才と保護者
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共立アカデミー（共立女子大学・共立女子短期大学）
〒101-8437　千代田区一ツ橋2-2-1

ＴＥＬ　03-3512-9981
ＦＡＸ　03-3237-2858

E-Mail　ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp
URL　https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academy

講　　座　　名

英語で日本文化を紹介しよう！

英字新聞を読もう！

日本神話を読む

万葉集を読む

『源氏物語』を読む

『更級日記』上洛の記を読む

向田邦子文学講座～『父の詫び状』～

『平家物語』を読み解く

やきものの歴史と魅力

〔Web 講座〕変体仮名で読む百人一首

〔Web 講座〕落語でわかる江戸の暮らし～井戸の茶碗～

棋士の囲碁スクール
日本棋院こども囲碁サロン支部

〒102-0084　千代田区二番町10-19 ハウス二番町301号
ＴＥＬ・ＦＡＸ　03-6272-6367
URL　https://kishinoigo.com

講　　座　　名

日本棋院こども囲碁サロン支部

園児入門レッスン

通常レッスン

プライベートレッスン

オンラインレッスン

日本棋院棋士の囲碁スクール支部
オンラインレッスン

プライベートレッスン
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公益財団法人日本棋院
公益財団法人日本棋院　東京本院囲碁学校

〒 102-0076　千代田区五番町 7-2 
ＴＥＬ　03-3288-8840

URL　http://www.nihonkiin.or.jp/

公益財団法人日本棋院　有楽町囲碁センター囲碁学校
〒100-0006　千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館9階

ＴＥＬ　03-6269-9133
URL　http://www.nihonkiin.or.jp/

講　　座　　名

公益財団法人日本棋院　
東京本院囲碁学校

気軽に学ぶ上達コース

火曜囲碁サロン

火曜上級（昼）コース

特別高段コース

火曜有段者特訓コース

有段必修コース

水曜初級・基礎コース

快速入段（昼）コース

木曜囲碁サロン

木曜級位者特訓コース

金曜進級コース

すいすい上達コース

たのしく学ぶ上達コース

金曜午後コース

金曜特訓（昼）コース

土曜囲碁サロン

土曜ステップアップコース

公益財団法人日本棋院
有楽町囲碁センター囲碁学校

有段宣言コース

級位者中・上級コース

火曜級位者（朝）コース

ステップアップ実戦ゼミ

級位者（昼）コース

金曜明快コース
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㈱須賀楽器　駿台音楽院
〒101-0051　千代田区神田神保町1-5

ＴＥＬ　03-3291-2863
ＦＡＸ　03-3291-2862

E-Mail　info@sugamusic.co.jp
URL　http://sugamusic.co.jp/ongakuin/

講　　座　　名

【クラシック（対象　未就学児～大人）】

ピアノ ソルフェージュ

音楽理論 声楽

チェロ ヴァイオリン

その他弦楽器 クラシックギター

クラリネット フルート

トランペット ホルン

その他管楽器

【ジャズ＆ポップス（対象　小学生～大人）】

ピアノ ヴォーカル

サックス その他管楽器

ウクレレ アコースティックギター

エレキギター ウッドベース

エレキベース ヴァイオリン

ドラムス パーカッション
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中央大学クレセント・アカデミー
開講地　〒 101-8324  千代田区神田駿河台 3-11-5

中央大学駿河台記念館
　　　　　　　　　　　事務局　　 　〒 192-0393  八王子市東中野 742-1

ＴＥＬ　042-674-2267
ＦＡＸ　042-674-2268

URL　http://www.chuo-u.ac.jp/usr/crescent/

講　　座　　名

テックガーデンスクール
〒102-0082　千代田区一番町6番地　相模屋本社ビル7F

一番町インキュベーションセンター
ＴＥＬ　080-4364-8185
ＦＡＸ　03-5210-3240

URL　http://techgardenschool.com/
講　　座　　名

中高年のためのパソコンとインターネット入門

中高年のための初めてのプログラミング・ウェブサイト入門

東京會舘クッキングスクール Supported by ABC Cooking Studio 

〒100-0005　千代田区丸の内3-1-1　国際ビルヂング地下2階
ＴＥＬ　03-3215-5111
ＦＡＸ　03ｰ3215-5611

URL　https://www.kaikan.co.jp/cooking/
講　　座　　名

西洋料理　基礎専攻コース

東京會舘　特別専攻コース

西洋料理　応用専攻コース

製菓クラス

大人のための法学入門　

法学の中央が放つ「憲法」「民法」「刑法」講座

「弁護士 菊地幸夫と考える『シニアライフと法知識』」

AIの世界　－人工知能と上手に付き合うには－

再発見！名作映画を彩る名台詞と名曲の世界

歌舞伎に行こう！　－初心者も見巧者もご一緒に－

ゆっくり読み返す源氏物語

『百人一首』を味読する

『平家物語』の世界を遊ぶ　

論語を読む

中国に触れてみよう－小説でたどる現代中国の歩み－

こころの処方箋　－不安や心配からの解決方法－

駿河台句会　－五感を覚ます俳句の世界－

書に親しむ－基礎から創作まで－
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URL　https://techgardenschool.com/

帝京大学リカレントカレッジ
〒102-0093　　東京都千代田区平河町2-16-1　平河町森タワー9階

帝京大学冲永総合研究所内
ＴＥＬ　03-5213-4505
ＦＡＸ　03-3556-7125

URL　https://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/laboratory_o/activity/recurrent

講　　座　　名

リスキリングに役立つ話題の本の読書会～「現場目線」でひも解きます！～
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ヌーベルエコール
〒 102-0071　千代田区富士見 2-3-1　信幸ビル 2 階

ＴＥＬ　03-3221-7696
ＦＡＸ　03-3221-7845

URL http://www.nouvelle-ecole.com/
講　　座　　名 言　　語

プライベートレッスン 仏語、 英語、 伊語、 西語、 ポ

ルトガル語、 日本語、 中国語、 

韓国語、 独語、 露語、 タイ語、 

ベトナム語、 インドネシア語

プライベートフィックスレッスン

セミプライベートレッスン

子供レッスン
プライベートレッスン

セミプライベートレッスン

フランス語ミニグループレッスン 仏語

短期速習・集中講座プライベートレッスン 仏語

プライベートレッスンスペシャルパック 仏語

※　対象レベル ― 入門、 初級、 中級、 上級

ハルスポーツラボラトリー
事務局　　　〒 101-0021 千代田区外神田 4-14-2-2709

ＴＥＬ　03-5289-8560
ＦＡＸ　03-5289-8561

講　　座　　名

ハルメソッド フィットネス　姿勢改善グループレッスン

ハルメソッド ゴルフフィットネス
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日テレ学院
〒 102-0081  千代田区四番町５-６ 日テレ四番町ビル1号館

ＴＥＬ　03-5962-8444
ＦＡＸ　03-5275-7080

URL　http://www.ntvg.jp/

講　　座　　名

麹町落語塾

社会人話し方スキルアップ講座

話し方個人レッスン

シナリオライター講座

楽しく歌おうコーラス講座

日本健康太極拳協会
〒 101-0054  千代田区神田錦町 2-5-10

ＴＥＬ　03-3259-8044
URL　https://www.taijiquan.or.jp/

講　　座　　名

佐藤佳代子教室　月曜日

落合みゆき教室　月曜日

下田啓子教室　火曜日

岩崎千晶教室　火曜日

小島　信教室　水曜日

北島洋子教室　水曜日

土田　亮教室　木曜日

角井裕子教室　金曜日

藤岡純子教室　金曜日

田邉久恵教室　土曜日

佐山一夫教室　日曜日

日本棋院　こども囲碁サロン支部

〒102-0082　千代田区一番町10-14 相模屋第2ビル4階
ＴＥＬ・ＦＡＸ 　03-6272-6367

ＵＲＬ　https://nihonkiin-kodomo.com/

講　　座　　名

園児入門レッスン

プライベートレッスン

通常レッスン
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ヌーベルエコール
〒 102-0071　千代田区富士見 2-3-1　信幸ビル 2 階

ＴＥＬ　03-3221-7696
ＦＡＸ　03-3221-7845

URL http://www.nouvelle-ecole.com/

URL https://halspv.com/

講　　座　　名 言　　語

プライベートレッスン 仏語、 英語、 伊語、 西語、 ポ

ルトガル語、 日本語、 中国語、 

韓国語、 独語、 露語、 タイ語、 
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短期速習・集中講座プライベートレッスン 仏語

プライベートレッスンスペシャルパック 仏語

※　対象レベル ― 入門、 初級、 中級、 上級

ハルスポーツラボラトリー
事務局　　　〒 101-0021 千代田区外神田 4-14-2-3201

ＴＥＬ　03-5289-8560
ＦＡＸ　03-5289-8561

講　　座　　名

ハルメソッド フィットネス　姿勢改善グループレッスン

ハルメソッド ゴルフフィットネス
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講　　座　　名

下田啓子教室　火曜日 土田　亮教室　木曜日

岩崎千晶教室　火曜日 角井裕子教室　金曜日

小島　信教室　水曜日 佐山一夫教室　日曜日

北島洋子教室　水曜日

※　対象レベル：入門～上級、各講座オンラインでの受講も可能です。
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ＦＡＸ　03-5275-7080

URL　http://www.ntvg.jp/

講　　座　　名
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話し方個人レッスン
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日本健康太極拳協会
〒 101-0054  千代田区神田錦町 2-5-10
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URL　https://www.taijiquan.or.jp/
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講　　座　　名
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パソコン市民講座　神保町駅前教室
〒101-0051　千代田区神田神保町2-14 SP 神保町ビル５階

ＴＥＬ・ＦＡＸ　03-3230-7693
URL　https://www.pc4353.net/jinbocho/

講　　座　　名

〔パソコン基礎講座〕

はじめてのパソコン講座 （Windows10） デジタル基礎知識講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

パソコン基礎講座 （Windows10） タイピング基礎講座

〔パソコン活用講座〕

かんたん年賀状講座 はじめての Zoom 講座（2021 年版）

ワードでつくるはがき講座 オリジナル音楽 CD を作ろう

ネットで映画を楽しもう

〔ジュニア PC 講座〕

わくわくPCキッズ 1・2 わくわくプログラミング・パズル

考えよう！情報モラル わくわくジュニアタイピング

わくわくプレゼンテーション わくわくデジタルペイント

わくわくユーチューバー体験

〔ジュニアプログラミング講座〕

Scratch スタンダード 1・2 Scratch アドバンス 1・2

〔パソコンマスター講座〕

デジタル写真

マスター講座

写真をパソコンで見よう 写真を使って素敵なハガキ作り

写真を整理しよう スキャンでかんたんデジタル化

かんたんキレイに写真編集 写真を共有しよう

ワンランク上の撮影術 フォトブックを作ろう

写真をプリントしよう フォトムービーを作ってみよう

写真コラージュを作ろう

インターネット

マスター講座

2021 年版

インターネットを使おう ブラウザーを活用しよう

地図を便利に使おう ネットショッピングをしよう

Amazonを使ってみよう すぐに使えるGoogle

Gmailを使おう Googleフォトで写真管理しよう

動画やレシピを楽しもう

ワードで作ろう

ブックカバー ブックマーク 一筆箋 封筒

週間スケジュール カードケース 名刺 フォトケース

1枚アルバム メモ帳

パソコンで作ろう！

かんたん

クラフト講座

ナプキンペーパー ブックカバー のし レターセット

CDケース ギフトボックス 万年カレンダー 修了証
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〔ワード・エクセル・パワーポイント講座〕

はじめてのワード講座 2013 エクセル 2013 講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

ワード 2013 講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ エクセル 2013 演習講座

ワード 2013 演習講座 エクセル 2013 ビジネス問題集

ワード 2013 ビジネス問題集 エクセル 2019 講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

ワード 2019 講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ パワーポイント 2013 ビジネス問題集

パワーポイント 2019 講座

〔ビジネス実践講座〕

ワード 2013 基本・応用 エクセル 2013 基本・応用

パワーポイント 2013

〔ビジネスベーシック〕

ビジネスベーシックパソコン基礎講座 Outlook メール講座

ワード 2016 基本・応用 エクセル 2016 基本・応用

ワード 2019 基本・応用 エクセル 2019 基本・応用

パワーポイント 2016 パワーポイント 2019

ビジネス IT マスター講座

エクセル Pickup ！講座
セルを参照する

IF 関数

〔脳トレおとなプログラミング講座〕

脳トレおとなプログラミング講座 Vol.1 脳トレおとなプログラミング講座 Vol.2

〔かんたん操作ガイド〕

写真データをパソコンに保存しよう 写真やネガフィルムをスキャンしよう

iPad や iPhone の写真をパソコンに保存しよう

〔iPad & iPhone 講座〕

iPad ライフ iPhone ライフ

iPad ライフ暮らし編 iPhone ライフ暮らし編

iPad ライフお出かけ編 iPhone ライフお出かけ編

便利に使おう！キャッシュレス決済

〔Android 講座〕

はじめてのスマホ

〔スマホ講座〕

LINE をはじめよう メルカリをはじめよう

スマホライフ ～活用編～Ⅰ・Ⅱ Instagram をはじめよう

Twitter をはじめよう スマホで作るかんたん年賀状講座
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FIDES 学院
〒 102-0085　千代田区六番町 6-4 LH 番町スクエア 5 階

ＴＥＬ　03-4531-9511
URL　http://fides-japan.com

講　　座　　名

イタリア語プライベートレッスン(入門・初級・中級・中上級・上級) 

イタリア語・セミプライベートレッスン

特別プライベートレッスン (ラテン語・古典ギリシャ語・文学・歴史・その他）  

特別セミプライベートレッスン (ラテン語・古典ギリシャ語・文学・歴史・その他）

イタリア語総合会話コース／グループレッスン(入門・初級・中級・中上級・上級)

イタリア語会話マスターコース／グループレッスン（初級・中級・上級）

イタリア文学コース／グループレッスン（中上級） ウンベルト・エーコ 「薔薇の名前」など 

ラテン語コース／グループレッスン（入門・初級・中級・上級）

古典ギリシャ語コース／グループレッスン（入門・初級・中級・上級）

音楽家・歌手のためのイタリア語講座  

イタリア留学準備マンツーマン集中コース

イタリア赴任準備マンツーマン集中コース  

イタリア音楽院留学準備コース  

イタリア人オペラ歌手による歌唱のためのイタリア語発音  

イタリア語・文化各種セミナー  

文房堂 アートスクール
〒101-0051　千代田区神田神保町1-21-1

ＴＥＬ　03-3291-3441
ＦＡＸ　03-3293-6374

URL　http://www.bumpodo.co.jp

講　　座　　名

月曜絵画サロン 水彩画・パステル画

基礎から学ぶ油絵 初めて絵を描く人のために

油絵入門 パステル画

やさしい油絵・デッサン パステル画アトリエ

油絵とアクリル画 水彩 パステル 色鉛筆

油絵（木） 色鉛筆・パステル画
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文房堂 アートスクール
〒 101-0051　千代田区神田神保町 1-21-1

TEL  03-3291-3441
FAX  03-3293-6374

URL  http://www.bumpodo.co.jp

講　　座　　名

月曜絵画サロン 水彩画・パステル画

基礎から学ぶ油絵 初めて絵を描く人のために

油絵入門 パステル画

さあ始めよう油絵・アクリル画 パステル画アトリエ

やさしい油絵 やさしいパステル画

油絵とアクリル画 色鉛筆・パステル画

FIDES 学院
〒 102-0083　千代田区六番町 6-4 LH 番町スクエア 5 階

ＴＥＬ　03-4531-9511
URL　http://fides-japan.com

講　　座　　名

イタリア語プライベートレッスン(入門・初級・中級・中上級・上級) 

イタリア語・セミプライベートレッスン

特別プライベートレッスン (ラテン語・古典ギリシャ語・文学・歴史・その他）  

特別セミプライベートレッスン (ラテン語・古典ギリシャ語・文学・歴史・その他）

イタリア語総合会話コース／グループレッスン(入門・初級・中級・中上級・上級)

イタリア語会話マスターコース／グループレッスン（初級・中級・上級）

イタリア文学コース／グループレッスン（中上級） ウンベルト・エーコ 「薔薇の名前」など 

ラテン語コース／グループレッスン（入門・初級・中級・上級）

古典ギリシャ語コース／グループレッスン（入門・初級・中級・上級）

音楽家・歌手のためのイタリア語講座  

イタリア留学準備マンツーマン集中コース

イタリア赴任準備マンツーマン集中コース  

イタリア音楽院留学準備コース  

イタリア人オペラ歌手による歌唱のためのイタリア語発音  

イタリア語・文化各種セミナー  
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油絵を楽しむ（４～６月）（７～９月） 楽しい絵画レッスン

油絵（土） 風景画～写真をもとに～

楽しい油絵 大人のアトリエ

アクリルでアートを楽しもう！（水） 日曜アトリエ

アクリルでアートを楽しもう！（金） ヌードデッサン

楽しいデッサン 人物デッサン（火）

スケッチ・デッサン・A 人物デッサン（金）

デッサン ～基礎から応用まで～ はじめての水墨画

基礎のデッサン（火） 日本画

はじめて描くデッサン 俳句に挑戦

じっくり描くデッサン 銅版画の魅力

スケッチ・デッサン・B やさしい銅版画

デッサン入門 A 銅版画

デッサン入門 B 楽しい銅版画

気楽にデッサン 銅版画入門

基礎のデッサン（土） 楽しもう木版画

じっくり学ぶ水彩画 たのしい木版画（昼の部）

初めての水彩デッサン（４～６月）（７～９月）木版リトグラフ

やさしい水彩画 てんこく（昼の部）

デッサンから始める油絵入門 てんこく（夜の部）

水彩画を楽しむ 俳画

水彩画基礎レッスン 仏像彫刻

デッサン・淡彩 彫塑

デッサンから学ぶ水彩 こどものアトリエ

スケッチ・淡彩 日曜 こどものアトリエ

水彩画との出会い 基礎から学ぶ人物画（４～６月）（７～９月）

水彩画 たのしい木版画（夜の部）

自然物・風景～写真をもとに～ はじめてのアクリル画

パステル画初級レッスン 写実絵画入門

パステル画入門 銅版画～基礎から応用まで１～

かんたんデッサン（４～６月）（７～９月） 銅版画～基礎から応用まで２～

水墨画 銅版画を学ぼう

はじめてでも出来る水彩画 じっくり描く人物画（着衣女性）

アジアン・アートの旅 じっくり描く人物画（裸婦）

ボタニカルアート デッサン・水彩画基礎（４～６月）（７～９月）

はじめての油絵・デッサン
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ホームメイドクッキング（有楽町教室）
◇有楽町教室
〒 100-0006　千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビルB1

ＴＥＬ　03-3216-3333
ＦＡＸ　03-3216-3311

URL　http://www.homemade.co.jp/

講　　座　　名

【ベーシック】

【３回講座】

ベーシック　パン　コース

ベーシック　天然酵母パン　コース

ベーシック　ケーキ　コース

ベーシック　和菓子　コース

ベーシック　ホームクッキング　コース

３回講座　こだわりパン工房

３回講座　こだわりのおもてなし

３回講座　圧力鍋でクイッククッキング

３回講座　さくらんぼ

３回講座　こだわりの焼き菓子

３回講座　薬膳料理

３回講座　和菓子　細工菓子

３回講座　和モダン

３回講座　そば工房

フラワーデザイン　コース

パスタ　コース

シュガークラフト　コース

カービング　コース

工芸パン　コース

ラッピング　コース

チョコレート菓子　コース

マジパン細工　コース

５回講座　これでカロリー500Kcal 健康を料理する  

８回講座　ソレイユ

８回講座　ソレイユⅡ

８回講座　ソレイユⅢ

スコシア

チケット制講座（単発、イベント等）

エトワール
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毎日文化センター
〒100-0003　千代田区一ツ橋1-1-1毎日新聞社1階㈱毎日企画サービス

ＴＥＬ　03-3213-4768
URL　https://www.mainichi-ks.co.jp/m-culture/

講　　座　　名

自分流エッセイ～人生を楽しみ、深める～

コラムを書こう 

～記者から学ぶ文章術～

初めてでも簡単！電子書籍出版で夢の実現

～まったくのゼロから本の著者になる～

牧野節子「童話を書こう！」実作講座

書いて愉しむ詩の表現教室

俳句入門

俳句

やさしい！楽しい！はじめての川柳句会

笑って上達！仲畑流万能川柳句会

短歌入門

短歌実作教室～情を、思いを、情景を表現

するために〜

神話に登場する神々と神社

古典文学に読む女の人生

良寛　懐かしいミステリアスな生涯ドラ

マ探検

宝塚・好奇心！—宝塚を思い切り楽しむ—

西洋美術のアトリビュート入門

―神話と聖書の図像学―

明治11年という時代を旅した女人イザベラ・

バードの「日本奥地紀行」を旅する

やさしい「詩吟」～漢詩や日本の古典芸能

を詠んで、健康と教養をゲットしよう～

話し方サロン～美しい日本語　魅力ある

話し方へのお誘い～

朗読・語り講座

始皇帝は異星人か？

―絶体に死なない方法を見つけるまで！―

飛鳥の大王、天智・天武両天皇の実像

―壬申の乱をめぐる人間模様―

心が伝わる「絵本の読みきかせ」

「思い出ノート」で作る毎日自分史

「三国志」を支えた歴史と人物

『おもしろ歌舞伎塾』—覗いてみたい歌舞伎

のアレコレ—

仏像の楽しみ方

「新古今和歌集」を読む

―女流歌人の歌を読む―

漢詩入門～時を超えた名詩の味わい～

平安・鎌倉期の注釈書で読む「和漢朗詠集」

歴史のなかの万葉集

「平家物語」を読もう

古地図で楽しむ江戸文化

清少納言・枕草子の魅力―躍動する感性と

清新な美意識―

古文書に見る幕末社会

古文書のいろは

［てらこや式］古文書くらぶ

はじめての古文書

毎日文化センターの自費出版

ケルトの歴史と文化

これから始める初心者のための株式投資

入門講座

世界遺産へのご招待～新型コロナ収束後

の旅の楽しさ倍増～

論語を読もう～論語は心の漢方薬～

知って味わう 日本のお茶 世界のお茶

～緑茶・烏龍茶・紅茶・発酵茶～

大人女子講座

これだけは読んでおきたい「中国古典の名文」

奈良の中天皇、元明・元正両女帝の悲哀

―直系継承のための代償―

〔文芸・教養〕
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〔お花〕

センスアップ花 講座～素敵な花あしらい入門～

〔絵画〕

〔書道・ペン字〕

かな書道

漢字書道

実用書道

楽しいかな書道～手習いのすすめ～

日々の書

心のやすらぎを　写経と写仏

刻字と雅印

水墨画

本格水墨画

初めての俳画

ミニ絵ミニ額制作講座

～初心者から楽しめる飾り絵入門～

気ままなスケッチ～簡単に描ける水彩画～

やさしい銅版画

楽しい木版画～初心者から経験者まで～

オンライン絵画講座

色鉛筆で描く楽しいハガキ絵

基本から始める色鉛筆画

～ペンと水彩で表現する～

屋外での水彩スケッチ

脳が目覚めるアート塾

さらっと描く水彩・デッサン講座

スーパーリアルな鉛筆画

―モノクロ写真のような絵を描こう !―

はじめての絵手紙

パリのお花屋さんデザイン講座～入門～

パリのお花屋さんデザイン講座

いけばな草月流

プリザーブドフラワー・デコール

センスアップ花 講座～中級～

〔語学〕

韓国語会話（中級Ⅰ・初級Ⅱ -1・初級Ⅱ

-2・初級Ⅰ・入門）

楽しく学ぶ中国語　―入門―

初めて外国人から習うやさしい英会話

英語で楽しく会話にチャレンジ！

～日常の出来事をテーマに～

イタリア語会話（入門・初級・中級）

〔手工芸〕

ステンドグラス

キャット・カーヴィング～猫を木彫りで創る～

仏像彫刻

鎌倉彫

木彫り

王朝継ぎ紙

手縫いのバッグ作り

ガラス工芸［サンドブラスト技法］

アンティーク風人物・建物づくり

空き缶・オブジェ

クラフトバンドで編む収納かご＆バック

押し花アート

リユージング（再利用）ネクタイ

金繕い入門

楽しい手作り洋裁講座

国産やまぶどうで編む手作りかごバッグ～親子三世代で使える世界に一つの手作りバッグ～

〔日本文化に親しむ〕

着物コーディネート術

表千家茶道立礼（りゅうれい）イス式で楽

しむ茶の湯（昼間・夜間）

はじめてのモダン盆栽

～お仕事帰りの息ぬきに～

大久保信子の着付術
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〔アウトドア〕

気の太極拳・気功・練功

〔占い〕

〔趣味を深める〕

女性限定！楽しい麻雀教室（初級・中級）

シニアも女性も大丈夫！初めての鉄道一人旅　超入門

はじめてのスマートフォン講座

―便利とお得をゲットしよう！―

基礎から学ぶ将棋講座

―あつまれ！初心者・初級者♪―

おしゃれアップ講座～あなたに合うトー

タルコーディネート術～

アロマテラピーで暮らし生き生き

～薬剤師と学ぶ香りの効用、心とからだを

健康に～

寄席文字～江戸の文字とデザイン〜

時代を遊び、香りを楽しむ和の香り作り

ネットショップ開業講座

アロハ＆ハワイ語

～ポリネジア文化を楽しく学ぼう～

美容と健康のためのはじめてのイタリアオペラ

～童謡からイタリア歌曲まで♪～

算命学（運命学）入門

～いい運は自分でつかみましょう～

初めての四柱推命

ルビーＬ先生の手相リーディング

暁 瑠凪（アカツキルナ）先生の西洋占星の極意

貴方もタロットマスター

武蔵野さんぽ

多摩・武蔵野・秩父の山野草見て歩き

鎌倉古寺の花巡り

パン屋さん巡り

首都圏を歩こう「大人の小さな旅　カメラ

散歩」～デジタル一眼からスマホカメラま

で～

江戸東京を地図と地形で解き明かせ！

三脚なしで撮る夜景講座

江戸の古地図で東京の街歩き

TOKYO 街 ・々歴史小散歩～散歩力のつく江戸・

東京ガイダンス～

里山の自然を歩く～発見と感動の小さな旅～

自然に親しむ山歩き～季節の花や草木を

楽しんで～

東京ぶら・ぶら散歩

心に響く旬な旅～トラベルキャスターと

訪ねる～

〔健康〕
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宮地楽器
◇ＭＵＳＩＣ ＪＯＹ飯田橋

〒102-0071　　千代田区富士見2-10-2
飯田橋グラン・ブルーム　サクラテラス１階

ＴＥＬ　03-6261-5455
E-Mail　iidabashi@miyajimusic.com

◇ＭＵＳＩＣ ＪＯＹ市ヶ谷
〒102-0073　　千代田区九段北4-2-29　セブンアネックスビル５階

ＴＥＬ　03-6261-7221
E-Mail　ichigaya@miyajimusic.com

◇ＭＵＳＩＣ ＪＯＹ神田
〒101-0063　　千代田区神田淡路町1-7-10

ＴＥＬ　03-3255-2757
E-Mail　mjkanda@miyajimusic.com

講　　座　　名

【飯田橋／市ヶ谷／神田】

クラシックピアノ　 アコースティックギター

ヴァイオリン エレキギター

ヴォーカル ウクレレ

フルート 英語で歌うジャズ＆ポップス

【飯田橋／神田】

ポピュラーピアノ ゴスペルコーラス

ヴォイストレーニング サックス

チェロ ヤマハ音楽教室　ジュニアギター

オカリナ 声楽

【市ヶ谷／神田】

マリンバ キッズチアダンス

ドラム ヤマハ音楽教室　ジュニアドラム

子供のためのクラシックバレエ

【神田】

ヤマハ　大人のためのエレクトーン 沖縄三線

ジャズギター 大人の吹奏楽

エレキベース 音楽理論講座

クラリネット ジャズダンス

ジャズサックス ベリーダンス

和太鼓 キッズヒップホップダンス

スティールパン キーボード

ジャンベリズムアンサンブル キッズテーマパークダンス

ジャズヴォーカル ギター弾き語り

二胡 リコーダー

お筝（生田流） チェンバロ
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ジャズオーケストラ バー・アスティエ

フルートアンサンブル 子供のためのクラシックバレエ

DTM（DAW・コンピューターミュージック） 大人のためのクラシックバレエ

ヒップホップジャズダンス ヤマハ　健康と音楽

キッズチアダンス ハンドベル

キッズジャズダンス ハーモニカ

オカリナアンサンブル 少人数で歌う　はじめての声楽レッスン

エレクトーン リズム＆ヴォーカル

ヴァイオリンアンサンブル 指揮法

トランペット 能

ドラム ルイ・レーリンク氏によるピアノワークショップ

マリンバ 童謡・唱歌

カホン マンドリン

カントリー＆オールディーズヴォーカル ハープ

ジャズピアノ フィナーレ

クラシックギター

【飯田橋】

ヤマハ音楽教室　らっきークラス ヤマハ英語教室　えいごでいっしょ

長唄三味線 ヤマハ英語教室　ポップコーントーク

ヤマハ英語教室　えいご★デビュー ジャズアンサンブル

ヤマハ英語教室　リズムポケット 英語でコミュニケーション①

ヤマハ英語教室　トーキッズ 英語でコミュニケーション②

弦楽アンサンブル 英語でコミュニケーション③

ヤマハ　健康と歌

【市ヶ谷】

アイリッシュハープ ヤマハ音楽教室　ジュニアスクール基礎

習字 クラシックギター

ドラム ジュニアスクールエレクトーン個人

ヤマハ青春ポップス 大人のためのクラシックバレエ

【飯田橋／市ヶ谷】

ヤマハ音楽教室　ぷっぷるクラス ヤマハ音楽教室　おんがくなかよし

ヤマハ音楽教室　幼児科 ヤマハ音楽教室　ジュニアピアノ

ヤマハ音楽教室　ジュニアエレクトーン ヤマハ音楽教室　ジュニア総合

ヤマハ音楽教室　ジュニアアンサンブル そろばん

ヴォイスコンディショニング
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ビジネスプログラム

桃園学園　四谷美術研究所
〒102-0085　千代田区六番町13-2

　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ 03-3230-2881
　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ 03-3230-2883

E-mail　momozono@aqua.ocn.ne.jp
URL　http://www.momozono.or.jp

講　　座　　名

実務・語学講座

一気にビジネス・コミュニケーションの

“コツ”を学んでしまおう!

『イノベーション発想法（実習編）』

WEBマーケティング実践講座

財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）

財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）

金融・財務リテラシー

金融商品の仕組みと活用方法

企業実務に必須の税金の基礎知識をマスター

する講座

中小企業の管理会計/税務と経営戦略

今すぐフランスに旅しよう！ フランス語入

門講座

フランスのあれこれ～文化に触れながら、生きた

フランス語を学びましょう～（初中級レベル）

楽しく学ぼう中国語実用会話（入門）

楽しく学ぼう中国語実用会話（中級）

わくわく韓国語（入門）

わくわく韓国語（初級）

Talking About Britain

Our World

日本人のための英語発音基礎

オフィス英語

Speak Up!　ひとくち英会話（初級）

Speak Up!　らくらく英会話（中級）

Speak Up!　ひとつ上いく英会話（上級）

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法（水曜）4月クラス

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法（水曜）7月クラス

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法（木曜）4月クラス

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法（木曜）7月クラス

瞬発力をつける！ Listen in & Speak out!

英語で学ぶ文化と時事

ピンポイントで学ぶ！やさしいビジネス英会話

国際交流のための英会話

新しい株式投資への第一歩

安全学入門

少子高齢社会時代の人事労務管理

ファミリービジネスから読み解く事業承継の本質

「空き家問題」と「住宅資産活用ビジネス」を学ぶ

起業家入門講座

ビッグデータ、IoT時代のデータ分析のスキ

ルを学ぶ

今求められるビジネススキルとしての政治・

経済学

心のセルフマネジメント

【月曜洋画】

【水曜絵画】

【制作指導】

【クロッキー】

【本科】デッサンコース（午後）

【本科】デッサンコース（夜間）

【本科】静物コース（午後）

【本科】静物コース（夜間）

【本科】人物コース（午後）

【本科】人物コース（夜間）

【土曜絵画講座】湯山教室（午前）

【土曜絵画講座】湯山教室（午後）

【土曜絵画講座】斎藤教室（午前）

【土曜絵画講座】斎藤教室（午後）

― 28 ― 
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山野楽器ヤマノミュージックサロン有楽町
〒 100-0006　千代田区有楽町 2-10-1　東京交通会館 11 階

ＴＥＬ　03-5293-8825
ＦＡＸ　03-5218-8379

URL　https://www.yamano-music.co.jp/lesson/school/yurakucho         
講　　座　　名

クラシックピアノ

ジャズピアノ

はじめてピアノ

ポップスタイルピアノ

大人のピアノ

キーボード

大人のピアニカ

フルート

クラリネット

サックス

ジャズサックス

トランペット

ビッグバンド

ダンスミュージックビッグバンド

ヴァイオリン

クラシックヴァイオリン

ジャズヴァイオリン

ヴィオラ

チェロ

クラシックチェロ

ポップスストリングスアンサンブル

ポップスチェンバーオーケストラ

マンドリン

クラシックギター

エレキギター

アコースティックギター

ジャズギター

ボサノヴァギター

フラメンコギター入門

ギターアンサンブル

エレキベース

ドラム

ジャズドラム

バンドコース

ウクレレ

アコーディオン

クロマチックアコーディオン

ブルースハープ

オカリナ

リコーダー

コンピューターミュージック

ソルフェージュ

子どものためのピアノ

子どものためのフルート

子どものためのヴァイオリン

子どものためのチェロ

子どものためのギター

ヴォイストレーニング

クラシックヴォーカル（声楽）

ポピュラーヴォーカル

ジャズヴォーカル

ボサノヴァを歌おう

ゴスペルコーラス

昼間のゴスペル

ママ'sゴスペル

アフタヌーンゴスペル

ポップスコーラス

オペラを歌おう

ミュージカルを歌おう

シャンソン

叙情歌

ポップスピアノ弾き語り

フォークソング弾き語り

バロックチェンバーオーケストラ

歌と表情筋トレーニング

健康と歌

コード理論

青春ポップス

月１午後のゴスペル

はじめてのヴェノーヴァ
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山野楽器ヤマノミュージックサロン有楽町
〒 100-0006　千代田区有楽町 2-10-1　東京交通会館 11 階

ＴＥＬ　03-5293-8825
ＦＡＸ　03-5218-8379

URL　https://www.yamano-music.co.jp/lesson/school/yurakucho         
講　　座　　名

クラシックピアノ

ジャズピアノ

はじめてピアノ

ポップスタイルピアノ

大人のピアノ

キーボード

大人のピアニカ

フルート

クラリネット

サックス

ジャズサックス

トランペット

ビッグバンド

ダンスミュージックビッグバンド

ヴァイオリン

クラシックヴァイオリン

ジャズヴァイオリン

ヴィオラ

チェロ

クラシックチェロ

ポップスストリングスアンサンブル

ポップスチェンバーオーケストラ

マンドリン

クラシックギター

エレキギター

アコースティックギター

ジャズギター

ボサノヴァギター

フラメンコギター入門

ギターアンサンブル

エレキベース

ドラム

ジャズドラム

バンドコース

ウクレレ

アコーディオン

クロマチックアコーディオン

ブルースハープ

オカリナ

リコーダー

コンピューターミュージック

ソルフェージュ

子どものためのピアノ

子どものためのフルート

子どものためのヴァイオリン

子どものためのチェロ

子どものためのギター

ヴォイストレーニング

クラシックヴォーカル（声楽）

ポピュラーヴォーカル

ジャズヴォーカル

ボサノヴァを歌おう

ゴスペルコーラス

昼間のゴスペル

ママ'sゴスペル

アフタヌーンゴスペル

ポップスコーラス

オペラを歌おう

ミュージカルを歌おう

シャンソン

叙情歌

ポップスピアノ弾き語り

フォークソング弾き語り

バロックチェンバーオーケストラ

歌と表情筋トレーニング

健康と歌

コード理論

青春ポップス

月１午後のゴスペル

はじめてのヴェノーヴァ

山野楽器ヤマノミュージックサロン大手町
〒100-0004　千代田区大手町1-7-2　東京サンケイビル6F

ＴＥＬ　03-3517-6261
ＦＡＸ　03-3517-6270

URL　https://www.yamano-music.co.jp/lesson/school/otemachi

講　　座　　名

和洋女子大学ビジネスキャリアアカデミー
〒102-0073　東京都千代田区九段北1-12-11　和洋学園九段スカイビル

〒272-8533　千葉県市川市国府台2-3-1(事務局)
ＴＥＬ　047-371-1743(事務局)
ＦＡＸ　047-371-1744(事務局)

URL　https://www.wayo-bca.ac.jp

講　　座　　名

ドラム

エレキギター

アコースティックギター

サックス

フルート

トランペット

ヴァイオリン

ピアノ

チェロ

オカリナ

ベース

アコーディオン

ヴォーカル

声楽

オーボエ

ウクレレ

クラリネット

ヴィオラ

営業力向上研修

新入社員教育フォローアップ講座

働く女性の子供教育講座

女性リーダー育成講座

組織内におけるパワハラ・セクハラ・モラハラ防止

と人間関係構築講座

リーダーシップ向上研修

クレーム対応研修

ストレスセルフケア講座

企業 PR とマーケティング

説明力向上研修

新入社員教育講座

管理者育成講座

ホスピタリティ基本スキル資格講座

【１日講座】

【２日間講座】
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「「在在住住確確認認書書類類」」ととはは  

●運転免許証 

●健康保険証（両面で住所記載必須）・医療証なども可 

●住基カード 

●住民票の写し（３ヶ月以内） 

〇マイナンバーカード…窓口で提示のみ可 

■誤って記入してしまった場合の訂正          ■訂正印は鮮明にご捺印ください  

二重線で訂正線を引き、訂正印をご捺印の上、正しい内容をご記入ください。      受付できない例 

 

 ①補助金交付申請書記入例 受講者が申請者と同じ場合  

申請者は 

補助金請求口座

の名義人と同じ

になります 
 

※他名義人振込希望

の場合は委任状の

記入が必須 

当ガイドブックに 

掲載されている 

学習機関名称と 

受講講座名 

黒黒ののボボーールルペペンンでで、、読読みみややすすいいよよううににごご記記入入くくだだささいい。。（（鉛鉛筆筆やや熱熱でで消消すすここととののででききるるボボーールルペペンンはは使使用用不不可可））  

窓窓口口……「「在在住住確確認認書書類類」」  

※※訂訂正正がが必必要要なな場場合合ののたためめ「「訂訂正正用用のの印印鑑鑑」」ももごご持持参参くくだだささいい  

郵郵送送……「「在在住住確確認認書書類類」」（（ココピピーー））  

※※郵郵便便事事故故のの責責任任はは負負いいかかねねまますす  

 

上記の申請書と同時に、以下の提出が必要です。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の申請書と同時に、以下の提出が必要です。 

 

 

「「確確認認書書類類」」ととはは  

●運転免許証 

●健康保険証（両面で住所記載必須）・医療証なども可 

●住基カード 

●住民票の写し（３ヶ月以内） 

〇マイナンバーカード…窓口で提示のみ可 

■誤って記入してしまった場合の訂正          ■訂正印は鮮明にご捺印ください  

二重線で訂正線を引き、訂正印をご捺印の上、正しい内容をご記入ください。      受付できない例 

 

窓窓口口……「「申申請請者者がが受受講講者者のの保保護護者者ででああるる確確認認書書類類」」とと「「受受講講者者のの在在住住確確認認書書類類」」  

※※訂訂正正がが必必要要なな場場合合ののたためめ「「訂訂正正用用のの印印鑑鑑」」ももごご持持参参くくだだささいい  

郵郵送送……「「申申請請者者がが受受講講者者のの保保護護者者ででああるる確確認認書書類類」」とと「「受受講講者者のの在在住住確確認認書書類類」」  

※※郵郵便便事事故故のの責責任任はは負負いいかかねねまますす  

 

 

①補助金交付申請書記入例 受講者が 18歳未満の場合  

黒黒ののボボーールルペペンンでで、、読読みみややすすいいよよううににごご記記入入くくだだささいい。。（（鉛鉛筆筆やや熱熱でで消消すすここととののででききるるボボーールルペペンンはは使使用用不不可可））  

保護者の氏名 
  

【推推奨奨】】受受講講者者((おお子子様様））のの

保保険険証証・・医医療療証証等等のの保保護護

者者とと同同一一名名義義 

（確認書類が 1 点のみ） 
詳細はページ下段を参照 

 

※補助金請求口座の名義

人は申請者となります 

※他名義振込希望の場合

は委任状の記入が必須 

当ガイドブックに 

掲載されている 

学習機関名・講座名 

 

お子様の氏名  
と住所と生年月日 

 

住所等は同同上上で記入可 

【推奨】 

申申請請者者（（保保護護者者））名名とと被被保保険険者者がが

一一致致すするる場場合合１１点点ののみみでで証証明明可可  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の申請書と同時に、以下の提出が必要です。 

 

 

「「確確認認書書類類」」ととはは  

●運転免許証 

●健康保険証（両面で住所記載必須）・医療証なども可 

●住基カード 

●住民票の写し（３ヶ月以内） 

〇マイナンバーカード…窓口で提示のみ可 

■誤って記入してしまった場合の訂正          ■訂正印は鮮明にご捺印ください  

二重線で訂正線を引き、訂正印をご捺印の上、正しい内容をご記入ください。      受付できない例 

 

窓窓口口……「「申申請請者者がが受受講講者者のの保保護護者者ででああるる確確認認書書類類」」とと「「受受講講者者のの在在住住確確認認書書類類」」  

※※訂訂正正がが必必要要なな場場合合ののたためめ「「訂訂正正用用のの印印鑑鑑」」ももごご持持参参くくだだささいい  

郵郵送送……「「申申請請者者がが受受講講者者のの保保護護者者ででああるる確確認認書書類類」」とと「「受受講講者者のの在在住住確確認認書書類類」」  

※※郵郵便便事事故故のの責責任任はは負負いいかかねねまますす  

 

 

①補助金交付申請書記入例 受講者が 18歳未満の場合  

黒黒ののボボーールルペペンンでで、、読読みみややすすいいよよううににごご記記入入くくだだささいい。。（（鉛鉛筆筆やや熱熱でで消消すすここととののででききるるボボーールルペペンンはは使使用用不不可可））  

保護者の氏名 
  

【推推奨奨】】受受講講者者((おお子子様様））のの

保保険険証証・・医医療療証証等等のの保保護護

者者とと同同一一名名義義 

（確認書類が 1 点のみ） 
詳細はページ下段を参照 

 

※補助金請求口座の名義

人は申請者となります 

※他名義振込希望の場合

は委任状の記入が必須 

当ガイドブックに 

掲載されている 

学習機関名・講座名 

 

お子様の氏名  
と住所と生年月日 

 

住所等は同同上上で記入可 

【推奨】 

申申請請者者（（保保護護者者））名名とと被被保保険険者者がが

一一致致すするる場場合合１１点点ののみみでで証証明明可可  





令和4年度　千代田区講座・講習会バウチャー制度

フリガナ

氏 名

生年月日

電話番号
（携帯番号）

フリガナ

氏 名

生年月日

□受講者が18歳未満の場合のみ申請者が保護者である証明書類（上記のいずれか）

　B22-

千代田区立九段生涯学習館長　殿

住 所

　申　請　者

※※補補助助金金請請求求講講座座名名義義人人

（他名義振込は委任状必須）

当館記入 受付番号

受　付　印

提出期限　令和5年 3月16日 (木） 20時

千代田区講座講習会バウチャー制度による「生涯学習個人補助金」を次の通り申請します。

受講講座の目的は、資格習得ではありません。また、他の補助金・助成金は併給しません。

※九段生涯学習館記入欄

□運転免許証　　  □健康保険証(本人/医療証なども可)    　

①　補 助 金 交 付 申 請 書

住 所

〒　　　　　－　

千代田区

　大正 ・ 昭和 ・ 平成　　　　　年　　　　月　　　　日

　平成 ・ 令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

受講学習機関名称　

受講講座名

　受　講　者

※※1188歳歳未未満満のの場場合合ののみみ
※※受受講講者者のの在在住住確確認認書書類類必必須須

≪ご案内≫訂正箇所は訂正線で消した上に訂正印をお願いします
　　　　　鉛筆・消すことのできるボールペン・修正液等を使用できません

千代田区

〒　　　　　－　

□住基カード　 □マイナンバーカード（窓口提示のみ可）   □住民票写し（3か月以内）





令和 年度 千代田区講座・講習会バウチャー制度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象者 千代田区に住民登録がある方 

対象講座 バウチャー制度対象学習機関が開催する講座・講習会 
     ＊但し、資格取得を目的とする講座を除く 
      対象外の講座もございますのでご注意ください 
      対象講座の開催時期が、前期のみ開講、後期のみ開講の 

講座と限られている場合がございます。 
      対象の講座の詳細については、各学習機関へ直接お問い 

合わせください。 
 

対象受講期間 令和 4 年 4 月 1 日（金）～ 年 3 月 31 日（金） 

補助金額 各受講料の半額（区民ひとり年間上限 1 万円まで） 
     ＊半額にした際の 1,000 円未満の端数は切り捨てます。 
            入学金・教材費等は補助対象外です。 
 

●申請者の方が提出する書類と提出期限 

①補助金交付申請書  

②受講修了証明書兼確認書  

③補助金請求書 
 

申請・問い合わせ先 
千代田区立九段生涯学習館 
〒102-0074 九段南 1-5-10 

TEL：03-3234-2841 FAX：03-3262-7460（午前 9 時～午後 9 時） 
休館日：第 3 月曜日（祝日の場合は次の平日） 12 月 29 日～1 月 3 日は除く 

URL  https://www.kudan-ll.info 

～ 年 3 月 16 日（ ）20 時 
～ 年 4 月 15 日（ ）20 時 

（千代田区在住であることを証明する書類の写しを提示、もしくは添付） 

バウチャー制度は千代田区内の学習機関での受講料の 

半額（年度上限 1 万円まで）を区が補助する制度です。 
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チケット（回数券）制の講座を受講しています。期間が 
年度をまたがるのですがどのように申請すればいいですか？ 

令和４年 4 月 1 日（金）～令和５年 3 月 31 日（金）内で受 

講した期間を記入し、①補助金交付申請書を提出してください。

②受講修了証明書兼確認書の受講期間、受講料は各学習機関側 

で記入してもらえます。 

その後全て記入の上、③補助金請求書とともに九段生涯学習館ま

で速やかにご提出ください。 

申請時には千代田区に住んでいましたが、講座受講中に区外に 
引っ越すことになりました。 
その場合でも補助金はいただけますか？ 

申請時に千代田区にお住まいであれば対象になります。  

申請の際には千代田区にお住まいであることがわかる証明書類を

忘れずにご提示ください。また、予め住所が変わることがわかっ

ている場合は、その旨を窓口までおしらせください。 

年度内に対象講座を 3 つ受講します。全て申請してもいいですか？ 

受講料の半額の合計が 1 万円になるまではいくつでも申請してい

ただいて構いません。ただ、1 枚の紙にまとめて申請はできません

ので、お手数でも 1 講座につき 1 枚の記入をお願いいたします。 
※ただし、同一講座を複数受講される場合は、1 枚にまとめてご記入

いただけます。 
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審査後、受理書と「②受講修了証明書兼確認書」「③補助金請求書」を発行
いたします。

受講した対象学習機関で、「②受講修了証明書兼確認書」に認証を受けてください。

「②受講修了証明書兼確認書」「③補助金請求書」をご記入の上、ご提出く
ださい。（郵送可）

「②受講修了証明書兼確認書」「③補助金請求書」を確認後、補助金をお振
込みします。
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