本部 HANASHO COLLEGE

【Saren Academy 完全会員制レッスン】
体験レッスン 不定期開催

一般社団法人 花咲く書道協会
永田紗戀アトリエ・スクール
〒279-0004 浦安市猫実4-6-26-404
TEL 047-351-7720
地下鉄メトロ東西線 浦安駅 徒歩３分

【本部認定講師養成講座】
第２(木)(金)(土)10:00～15:00(休憩1時間)
メイン講師：MI 松井 加恵

千葉県
新浦安駅
津田沼駅
蘇我駅
八千代緑が丘駅

海浜幕張駅
実籾駅
海神駅
湖北駅
船橋駅
浦安駅
浦安駅・舞浜駅

公津の杜駅
東我孫子駅

新浦安カルチャープラザ
047-355-7311 MI.松井加恵
津田沼カルチャーセンター
047-472-6111 MI.宗形真奈美
セブンカルチャークラブ蘇我
043-209-1300 MI.宗形真奈美
ジュージヤ八千代緑が丘店
047-480-0911 0期.植苗恵美子
イオンカルチャークラブ幕張新都心店

043-273-3870 0期.たなかみわ
イオンカルチャークラブ東習志野店

047-455-5578 0期.たなかみわ
海神公民館/茶華道センター
080-4165-2730 0期.たなかみわ

カフェと雑貨のウイング
04-7187-4505 0期.大坂朋子
なでしこサロン
090-2242-6323 0期.伊藤麻紀

エアリス教室
tomo.hanasho@gmail.com/4期.山岸知子

いもっこかふぇ
tomo.hanasho@gmail.com/4期.山岸知子

カルチャープラザ公津の杜
0476-29-6321 5期.井上伴子
東我孫子教室
kayoko6126@gmail.com/5期.出縄佳代子

千葉県
東松戸駅
逆井駅
柏の葉キャンパス駅

八柱駅・新八柱駅

高根公団駅
鎌ヶ谷駅
新浦安駅

イオンカルチャークラブ東松戸店

047-384-1137 9期.染谷由美子
カフェアンチーブ
04-7175-3960 9期.染谷由美子
柏の葉カルチャーセンター
04-7137-4811 9期.染谷由美子
ヨークカルチャー八柱
047-385-2321 9期.染谷由美子
高根カルチャーセンター
kyoko.hanasho@gmail.com/9期.櫻田恭子

鎌ヶ谷中沢教室
kyoko.hanasho@gmail.com/9期.櫻田恭子

新浦安明海教室
nonoriko@me.com/10期.能勢紀子

養成講座は、各MIも実施しています

東京都
西新井駅
綾瀬駅
立飛駅
浅草橋駅
多摩センター駅

西大島駅

セブンカルチャー西新井店
03-5888-3221 0期.宮川明代
セブンカルチャー綾瀬店
03-3620-4153 0期.宮川明代
ジュージヤカルチャーららぽーと立川立飛

042-540-7151

2期.はましまえつこ

シモジマラッピング倶楽部浅草橋店
tananori.8739@gmail.com/4期.田中紀子

ジュージヤ多摩センター店
042-357-5303 4期.田中紀子
セブンカルチャークラブ北砂
03-5653-3253 10期.白水千夏
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埼玉県
越谷駅
新三郷駅
三郷駅

越谷カルチャーセンター
048-965-9511 MI.強矢敦子
ららぽーと新三郷LaLaClub
sunegi.8739@gmail.com/MI.強矢敦子

三郷市立ピアラシティ交流センター
sunegi.8739@gmail.com/MI.強矢敦子
ジュージヤ越谷レイクタウンカルチャーセンター

越谷レイクタウン駅

土呂駅
川越駅
上熊谷駅
春日部駅
鴻巣駅
北越谷駅
北越谷駅
蕨駅
久喜駅

048-990-1273 MI.宗形真奈美
さいたま市プラザノーズ
080-1143-8375 2期.秋山昭恵

よみうりカルチャー川越
049-247-5000 2期.秋山昭恵
熊谷カルチャーセンター
048-599-0322 3期.本田美穂
春日部カルチャーセンター
048-745-7011 4期.田中紀子
エルミ鴻巣カルチャーセンター

048-540-2111 4期.菊地広子
北越谷教室
runrunrun.smile.1102@gmail.com/5期.中條直美

embrace.olive
runrunrun.smile.1102@gmail.com/5期.中條直美

川口カルチャーセンター
048-263-5211 6期.諏訪広子
セブンカルチャー久喜店
0480-23-6991 6期.諏訪広子

養成講座は、各MIも実施しています

埼玉県
鶴ヶ島駅
北浦和駅
浦和美園駅
深谷駅
武蔵浦和駅
北戸田駅

カインズカルチャー教室（鶴ヶ島店）
hanashojikan-egao8739@yahoo.co.jp/6期.山中博美

北浦和教室
ake3.hanasho@gmail.com/6期.髙橋明美

カインズカルチャー教室（浦和美園店）
ake3.hanasho@gmail.com/6期.髙橋明美

七ツ梅酒造跡 中山道深谷宿本舗

048-575-0088 7期.松浦範子
武蔵浦和教室
fuku1218mr@gmail.com/9期.関根ゆうこ

戸田カルチャーセンター
048-424-1611 9期.関根ゆうこ

神奈川県
戸塚駅
綱島駅
伊勢原駅
相模大野駅
十日市場駅
橋本駅

有隣堂戸塚カルチャーセンター

045-869-3263 0期.森下麻友
綱島カルチャーセンター
045-549-5411 0期.森下麻友
セブンカルチャークラブ伊勢原
0463-92-3644 0期.真下孝子
相模大野カルチャーセンター
042-746-9411 0期.真下孝子
若葉台カルチャースクール
045-921-3366 1期.石坂真澄
セブンカルチャークラブ橋本
042-775-5517 3期.青木幸子

神奈川県
センター南駅

溝の口駅
上大岡駅
海老名駅
平塚駅
桜木町駅
秦野駅
妙蓮寺駅

港北カルチャーセンター
045-948-5211 3期.青木幸子
セブンカルチャークラブ溝の口
044-844-6363 4期.田中紀子
京急百貨店COTONOWA
045-848-1111 4期.田中紀子
イオンカルチャークラブ海老名店

050-3612-6083 5期.前川浩子

カルチャープラザ平塚
0463-24-8711 5期.前川浩子
野毛地区センター
kayoko6126@gmail.com/5期.出縄佳代子

秦野教室
kumich087@gmail.com/7期.木村久美子

篠原地区センター
fuku1218mr@gmail.com/9期.関根ゆうこ
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栃木県
小山駅
足利駅
西川田駅
雀宮駅

小山カルチャーセンター

0285-21-2811 MI.稲葉友美
足利カルチャーセンター
0284-71-8211 MI.稲葉友美

北海道
大谷地駅
中央長沼(JRバス)

取手駅
古河駅

asami.s.hanasho@gmail.com/8期.鈴木あさ美

エクセルカルチャー水戸
029-306-8511 0期.青木悠子
取手カルチャーセンター
0297-70-5911 0期.青木悠子
古河カルチャーセンター
0280-31-6011 6期.諏訪広子

長野県
松本駅
信濃大町駅
篠ノ井駅

011-889-6011 5期.西條美香
ながぬまホワイトベース

郡山駅

浅間温泉手しごと館
090-4159-3610 1期.金木千絵
大町市社公民館

0261-22-0378 1期.金木千絵
篠ノ井教室
090-7262-8739 5期.なかむらみほ

ヨークカルチャーセンター郡山

024-939-0331 8期.小檜山幸嘉

愛知県
大府駅

福岡県
JEUJIAカルチャーセンター

スペースワールド駅

ジュージアカルチャーセンターリソラ大府店

0562-45-4971 9期.坂田佳代子

イオンモール八幡東

093-663-6383 7期.片山智絵

長崎県

mika.hanasho@gmail.com/5期.西條美香

福島県

028-645-5530 3期.本田美穂

茨城県
水戸駅

札幌カルチャーセンター平岡

宇都宮レッスン（フェアリィ・スクエア）

ミナテラスとちぎ

養成講座は、各MIも実施しています

島原駅
諫早駅
佐世保駅
佐世保駅
佐世保駅
長与駅

青い理髪館
happiness1014@gmail.com/5期井手陽子

コントレイル
happiness1014@gmail.com/5期井手陽子

楽読スクール
happiness1014@gmail.com/5期井手陽子

吉珍～キッチン～
happiness1014@gmail.com/5期井手陽子

お宿TSURUYA
happiness1014@gmail.com/5期井手陽子

GOKURI TO PAKURI
happiness1014@gmail.com/5期井手陽子
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兵庫県
苦楽園口駅
西宮北口駅
芦屋駅
伊丹昆陽駅
川西清和台
宝塚南口駅
大久保駅
鈴蘭台駅
芦屋駅
猪名寺駅
阪神 甲子園駅
阪神 甲子園駅
阪急 逆瀬川駅

苦楽園口クラス
yumihana1122@gmail.com/MI.渡邉由美

NHK文化センター西宮ガーデンズ教室

0798-69-3450 MI.渡邉由美
芦屋教室～Shoko.Class～

兵庫県
阪神

西宮駅

阪急塚口駅

072-787-8820 7期.江川麻紀子
chie no ma(カフェ ムク内)
maki16141124@docomo.ne.jp/7期.江川麻紀子

Coffee＆Dining Raggedy

大阪梅田駅
大阪梅田駅
豊中駅・千里中央駅

hanausako81@gmail.com/7期.尾﨑たかえ

明石カルチャーセンター

078-938-2411 7期.稲本文子
うわの空美術館アトリエ

078-778-5568 7期.稲本文子
芦屋教室～Fumiko.Class～

06-4961-8511 7期.稲本文子
ジュージヤカルチャーセンターららぽーと甲子園

0798-81-6868 8期.鶴田理香
カフェ・ココカラ∞
ricatthi6825@gmail.com/8期.鶴田理香

アピアカルチャー

0797-71-6786 8期.鶴田理香

大阪府
西宮教室

0798-33-3700 8期.鶴田理香
塚口カルチャー

豊中駅
千里中央
阪急バス山田宮の前

八尾駅
なんば駅
千里中央
和泉中央駅

京阪

守口市駅

NHK文化センター梅田教室
06-6367-0880 MI.渡邉由美

NHK文化センター京阪守口教室

06-6991-1112 8期.鶴田理香

和歌山県

06-6420-9212 8期.鶴田理香

和歌山市駅
和歌山駅

和歌山リビングカルチャー倶楽部

073-421-4411 7期.曽根真紀
リラクセーションサロン ショコラ

073-424-3568 7期.曽根真紀

リビングカルチャー倶楽部梅田教室

06-6361-6300 6期.石井祥子
豊中教室
hanasaku.shoko@gmail.com/6期.石井祥子

mimimi1031im@gmail.com/7期稲本文子

つかしんカルチャーセンター

リビングカルチャー倶楽部

大阪府

hanasaku.shoko@gmail.com/6期.石井祥子
ジュージヤカルチャーイオンモール伊丹昆陽

養成講座は、各MIも実施しています

リビングカルチャー倶楽部 豊中教室

06-6857-1133 7期.尾﨑たかえ
ジュージヤカルチャー豊中緑丘

06-4865-3530 7期.鈴木由美子
山田ふれあい文化センター
080-3854-3962 7期.早崎祐紀代

セブンカルチャークラブ八尾
0729-92-8100 7期.佐藤恵美
ジュージヤカルチャーなんばパークス

06-6647-2207 7期.江川麻紀子
箕面教室
maki16141124@docomo.ne.jp/7期.江川麻紀子

和泉シティプラザ生涯学習センター

0725-57-6661 7期.江川麻紀子

岡山県
茶屋町駅
東総社駅

サロンSanusty
miraiearth.13@gmail.com/6期.伊藤清美

珈琲と人
miraiearth.13@gmail.com/6期.伊藤清美

