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宅建士資格取得講座

語学講座

オフィス実務活用講座

難関の国家資格「宅地建物取引士」試験に挑む講

文法知識だけではなく、ニュースで話題になって

実務スキルを上げていきたい人のためのパソコン

座。不動産取引法務を細かにチェックし、模擬試

いる出来事もとりあげながら、その国の文化や習

講座。基本操作をマスターされた方が、一歩進ん

験でしっかり対策をおこないます。

慣も学んでいきます。
英語とドイツ語を実施します。

だ応用的な操作を学ぶことができる講座です。

5月10日
（木）〜10月18日
（木）

英語ガイダンス 6月6日
（水）

ワード／エクセル 4月13日
（金）〜 5月25日
（金）

英語アドバンス・英語エキスパートに先駆けて講

February 2018

座の雰囲気を伝えるためのガイダンスを実施いた

発行｜ウェスタ川越

します。

医療事務資格取得講座
「医科医療事務管理士」を目指し、医療保険制度
や診療報酬の仕組み、診療報酬の算定など、医療
事務スタッフには欠かせないスキルを初歩から学
びます。実務経験者に限らず、これから医療事務
職を目指したい人にもオススメ。

講座
0

vol.

レイアウト基礎講座

英語アドバンス 9月12日
（水）〜12月12日
（水）

現役デザイナーが直接レクチャー。情報を伝える

進行は全て英語となるため、概ね実用英語技能検

レイアウトを模擬デザインします。

定試験 3 級以上、TOEIC 400点以上の方対象。
英語エキスパート 2019年1月頃
進行は全て英語となるため、概ね実用英語技能

ウェブデザイン

6月12日
（火）〜 7月24日
（火）

グラフィックデザイン

2018年10月頃

検定試験 2 級以上、TOEIC 600 点以上の方対象。

6月19日
（火）〜11月25日
（日）

※各コース証明書類の提出は不要ですので、ご自

暮らしの学問

身でご判断ください。

色彩検定２級講座

ドイツ語

マンセル表色系から、繊維やエクステリア、照明
効果による視覚差など、素材や環境に対応した専
門的な知識まで養います。色彩検定３級またはそ
れに相当する知識を有する方対象。

暮らしのための学問を集中開講。自分のやる気だ

2018年夏季以降

けで生活をやりくりするのは難しいもの。家計簿

ビギナーのためのドイツ語をレッスン。独語技能

を続けるための複式簿記の基礎知識や、
「ていね

検定試験 5 級程度を目標に、難しい発音なども基

い」だけでは暮らせない現代社会に即した実践栄

礎から学びますが、英語学習の基礎がある方向け

養学。しっかり理由を理解することで、スムーズ

の講座です。

な暮らしを目指しませんか。
複式簿記

5月27日
（日）〜10月28日
（日）

2018年10月頃

実践栄養学 2018年11月頃

TOEIC® 集中対策講座
英語力をしっかり点数で示したい人には、TOEIC

観光応対英会話

テストの集中対策講座。苦手な分野を選択して、

流暢な会話力を身につけたい人のための新しい英
語講座。旅行へ行かずとも確かな英語力が求めら
れる川越のため、伝えることに特化したカリキュ
ラムです。初級者向けの講座ですが、ペアワーク
を通して積極的に会話の練習をしますので、中学
校の英語の授業で学習する程度の語彙・表現は必

600 点を取るために必要なトレーニング方法及び

美文字

自己学習方法を受講者同士のペアワークなど、参

ペンの持ち方から美しい文字を書くためのコツを

加型演習を行いながら紹介します。

シーンに応じて学びます。パソコンやメールが普

COVER

及して、手書きで文字を書く機会はとても少なく

リーディング／リスニング

ダンサー・振付師

なりましたが、手書き文字には丁寧な気持ちを相

5月12日
（土）〜 6月30日
（土）

手に伝えることができるという魅力があります。
自分らしい美しい手書きの文字で自信を持てるよ

須となります。

うにしましょう。

基本文法編／会話実践編

2018年10月頃

7月26日
（木）〜 9月6日
（木）

平成 30年度講座 年間プログラム
どうも、
こんにちは。ウェスタ川越です。劇場からオフィスまで色々詰まっている建物ですが、
実は、
年間30科目以上の講座も企画実施しています。

カラーと表情のちからで魅力UP！
人気のカラーセラピー講座。新年度にむけたセル
フプロデュースを。

詳細やお申し込み方法は、
ウェスタ川越公式ＷＥＢまたはチラシにて順次発表いたします。
名称・開催時期および内容は、
予告なく変更になる場合があります。

2019年春季

平成 30 年度のプログラムも、資格の勉強やワークショップ、講演会など、よりどりみどりです。
よりどりみどり、って大事なことです。選べるということだけではなくて、難しい言葉を使うと、多
様性を提示するということが結構大事だと考えています。
たとえば音楽。楽器が弾けなくても、DJ のように音源を組み立てたり、パソコンで音を作り出
すという手もあります。そんな自分の感覚で音を生み出すということは、はるか昔から世界のどこで
でもおこなわれていたことなのです。
「うごくワークショップ」という講座があります。講師はダンサー
の中村蓉さん（上写真）と、衣装家の田村香織さんです。動くってどういうことなのか、身体の先
端までしか動けないなんてこと、ずいぶん不自由じゃないか。というお話しがあがりました。私たち

Information

の日々の動き。それは別にダンスでもありませんし、だから意識したりもしません。でも本当は、
もっ
講 座お問い合 わせ | M A I L e n t r y @ w e s t a - k a w a g o e . j p
川 越 市 提 案 事 業 ／ 企 画 運 営 | ウェスタ川 越
WEB

www.westa-kawagoe.jp

TEL 049-249-1186

発行 | ウェスタ川越
@westa̲kawagoe

※お電 話でのお申し込みはできません。

〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-17-17
@westa.kawagoe

と色々できるということも知っている。頭も、
身体も、本当はよりどりみどりな可能性があるわけです。
自分の感覚と真摯に向き合って、よりどりみどりを制限している頭をほぐしてください。まずは、
のれんをくぐるだけです。職人たる講師の先生方と、ウェスタ川越でお待ちしています。

中村蓉

by うごくワークショップ 身体表現
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陸前高田市立博物館所蔵登録漁撈用具（ハンテン）
の修理前（左）、修理後（右）

❹

⓫

❽

撮影：Hideto Maezawa

❿

9

⓬

❻
人形浄瑠璃文楽座 人形遣い
（吉田簑二郎） 写真提供：NPO文楽座

⓭
❶❷❸❹
「保存と修復」江口勲（武蔵野美術大学客員研究員）
はイームズを起点

❶

に近代デザインの系譜を語る。ほかに人形浄瑠璃文楽、民俗文化財の事例を取
り上げる。 ❺❼
「特別講演会」 ヴェルサイユの装飾に込められた意味とは。
日本顔
学会前会長の原島博
（東京大学名誉教授）
も登場。 ❻
「芸術文化史」インドネシア
はじめ世界の音楽に触れる。 ❽
「うごくワークショップ」 パタンナーの視点から
田村香織（衣装家）が身体表現を考える。 ❾
「シリーズLIFE」映画『ゲイビー・ベ
イビー』。❿
「臨床美術ワークショップ」
親子一緒にアート。 ⓫
「トレーニングスキルアッ
プ」本気の筋トレもぜひ二世代で。 ⓬⓭
「ミュージックラボ」 柴山拓郎
（作曲家）
は

❺
❷

保存と修復

❸

《フランス王家の紋章入りタピスリー》1724-1740年、王立ゴブラン製作所
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

特別プログラム

DTMデスクトップミュージック、
根布谷光輝
（パーカッショニスト）
はDJの歴史をレク
撮影：中村年孝

❼

❾

© Marla House

⓮

チャー。 ⓮
「語学講座」 エリック・シャノン
（英会話講師）の容赦ないテンポ感が
特徴。 （開講時期順不同）

うごくワークショップ

シリーズ LIFE

トレーニングスキルアップ

女性の心とカラダの健康を考える

2018 年度、講演会シリーズ「保存と修復」を開講し

「作品の中の人生」を題材に私たちの生き方を考

様々な角度から、身体表現と真摯に向き合います。

あらゆる視点から、
「LIFE」のあり方について考え

学生時代から更新されていないトレーニング知

家庭や社会での人間関係など、女性が抱える悩み

ます。語り継ぐだけでは、朽ちてゆくものを留め置くこ

えるシリーズ「特別プログラム」
。今回は、近く

今年度は、衣装を含めたパフォーマンスの可能性

るシリーズ。科学者の立場から見た、睡眠や性の

識、独学で築いた勘、SNS で流 れてきた噂。そ

や問題について考えます。セルフケアやコミュニ

とはできない。様々なプロジェクトが、いま文化を守

て遠い国オーストラリアの映画・演劇の世界を覗

を探る科目と、日本舞踊特有の筋肉の使い方を体

多様性。同性カップルを親に持つ子供たちから見

んなものたちに惑わされ、効果の薄い、あるいは

ケーションのポイントなど、ワークやグループ

るために立ち上がっています。現代が持てる限りの知

きます。欧米やまたアジア諸国とも異なる環境で

験する科目のふたつを開講。踊りの経験がなくて

た、家族のあり方。既存の価値観にとらわれるこ

危ないトレーニングをしている人は少なくないは

トークを交えて向き合っていきます。

識と技術を駆使し、先人たちが受け継いできた文化

日本に意外と遠くない存在として挙げられるの

も、あるいは踊ることに辟易していても、むしろ

となく、より素直な選択をしていくにはどうする

ず。そんな自己満足の筋トレを救うべく、本気の

的財産を保持していくこと。それは専門家に限らず、

が、オセアニアの大国オーストラリア。オースト

そういう人にこそ挑戦してほしいワークショップ

べきか問います。

トレーニング講座を立ち上げます。夜コースもあ

所有者、そして伝統がまだこうして息づいている時代

ラリア演劇研究者で早稲田大学教授の佐和田敬司

です。

に生きるすべての者が、能動的な姿勢で向き合わな

先生を講師に、対岸の登場人物たちの選択を読み

ければならない使命かもしれません。近代における文

解いていきます。

化とはそもそも何か、暮らしに密着した有形資産をい
かに保護または修復するべきか、たとえば人形浄瑠

01 6月23日
（土）
02 6月24日
（日）

昼間／夜間 5月9日
（水）〜 7月25日
（水） ほか

おもてなし花壇づくり教室

ミュージックラボ

たとえばオリンピックが開かれる真夏の暑い時

音楽の構造を解き明かし、次の進化を探るワーク

とにかくミュージカルを楽しみたいなら、まずは

期、街角にグリーンを維持するのは至難の業。プ

ショップ。楽器の興り、発音原理の多様化、楽譜

文学と音楽で世界を巡ります。芸術はひとつの国

全身で体感してみるのが近道。プロがおこなうボ

ロの知識を学んで、独りよがりではない計画的な

としての音楽の頒布という変遷から、やがて音楽

に留まらず、国境を越えて世界を繋いでいます。

イストレーニングや簡単なステップなどにチャレ

花壇づくりを目指してみませんか。

を記録し、記録した音を再構成する新しい形態の

近代文学は、開拓や亡命など人の動きとともに海

ンジし、みんなであの古典の名曲を仕上げます。

身体表現 5月27日
（日）〜 6月10日
（日）
日本舞踊

必要か。毎回ひとつのプロジェクトを追いながら、そ

第一弾 4月15日
（日）
第二弾 9月16日
（日）
第三弾 2019年1月頃

芸術文化史

を渡り、東欧や西欧、ラテンアメリカを含むアメ
リカ大陸諸国など、垣根なく分布していきました。

しゃべるワークショップ

特別講演会
今年度のテーマは、
「形貌が語るもの」。形貌は言

はじめとする各国に存在するそれらはポピュラー

葉よりも饒舌です。我々の顔、ヴェルサイユ時代

ミュージックの巨匠たちを魅了し、今も世界共通

ヨガ

の煌びやかな装飾、日用品や建造物。それぞれの

の遺産として受け継がれています。それぞれの系

形は、多くの情報を与えるべく精密に設計されて

譜を旅のように辿り、作品たちの背後に広がる景

ヨガ哲学と心を整える瞑想、動きは多くありませ

います。あらゆるものの形貌が語りかける秘密を

色を見つめます。

違って映るかもしれません。
第一弾

4月15日
（日）

第二弾

7月29日
（日）

第三弾

2018年11月頃

をかけ形成されてきました。アジア、アフリカを

近代文学

10月1日
（月）〜 12月10日
（月）

世界音楽

2019年1月頃

んが静かにじっくり時間をかけておこないます。

こども茶道教室
盆略点前までの本格的な茶道。最後の茶会でその

7月16日
（月）〜 9月1日
（土）
名称・開催時期および内容は、
予告なく変更になる場合があります。

秋季 2018年10月頃
冬季 2019年冬季

男女共同参画社会づくり講座
現在おこなわれている活動や、身近な男女共同参
画について考えます。
前期 4月1日
（日）〜 4月8日
（日）
後期 2019年春季

音楽が生まれていきます。今回は、現存する古典
楽器の発音原理、レコードやその他の音源を素材
にした音楽構成の表現、そしてデータとして配置
した音をマルチスピーカーによる音響環境で演出

ダーツ

プログラミングラボ

するサウンドインスタレーションまで、あらゆる

イギリスの伝統、ハードダーツ。独特の点数計算

ビジュアルプログラミング言語を使って、本格的な

表現の本質を探ります。

プログラミングに挑戦します。
2018年11月頃

4月6日
（金）〜 8月24日
（金）

成長に驚いてください。

詳細やお申し込み方法は、
ウェスタ川越公式ＷＥＢまたはチラシにて順次発表いたします。

2018年春季

ミュージカル 4月10日
（火）〜 7月31日
（火）

一方で音楽は、それぞれの土地独自の音型が歳月

知ってしまうと、普段目にしていることの見方が

春季 6月9日
（土）〜16日
（土）

2019年2月頃

9月8日
（土）〜 22日
（土） ほか

璃文楽のような無形文化を継承していくためには何が
れらが向き合っている課題について考えます。

りますので、仕事帰りにも活用してください。

臨床美術ワークショップ
子供と一緒に思いっきりアートするワークショッ
プ。気持ちをほぐして、汚れてもよい格好でお越
しください。
2018年11月頃

音楽技術の可能性と、その根底に共通して流れる

楽器

2018年夏季

DJ

2018年夏季

DTM

2018年10月頃

や、フィニッシュ時の加点ルールなど、身体と頭
の集中力を同時に要する稀有な競技を学びます。
2019年1月頃

チェス
美術

頭脳のスポーツと呼ばれる、
チェス。基本的なルー

モチーフの様子をどのように捉えて画面に落とし

から古典ボードゲームの奥深き世界を学びます。

込んでいくか、絵画の表現と技術の活かし方を実
践的に学びます。
デッサン 8月3日
（金）〜 31日
（金）
水彩

2018年10月頃

ルから練習の仕方など、プロのチェスプレーヤー

前期 4月12日
（木）〜 7月12日
（木）
後期 7月26日
（木）〜 10月25日
（木）

