
新規入会
お申し込み
の手順

1. 講座を決めて確認 2.お支払い方法の選択
講座を決めたらお電話、またはHPへアクセス。
空席・募集状況を確認し、
予約登録を行います。

窓口もしくはコンビニでのお振込を選択いただけます。
HPからお申込みの場合は、カード決済。
24時間受付可。

お支払日に窓口でお渡しいたします。
コンビニ振込とWEB決済は、
初回日に窓口でお渡しします。

4.会員証のお受け取り3.登録料・受講料のお支払い
お電話でのご予約は、
登録料550円（税込）と受講料を、
14日以内に窓口もしくはコンビニ振込にてお支払ください。

駐車場5時間無料

※料金はすべて税込み表記です。　別途教材費等が必要な講座があります。　使用写真は一部イメージを含みます。

※お申し込み方法は最終面をご確認ください。　料金はすべて税込み表記です。　別途教材費等が必要な講座があります。　使用写真は一部イメージを含みます。　 ♥印の講座は女性対象です。
※維持管理費、受講料（一部講座を除く）を2023年7月分より改定いたします。記載の金額は4月から（新講座は初回から）受講した場合の受講料表記となっております。

      

手編みで好きを形に！楽しいを実感！
エンジョイ ニット！
（公財）日本手芸普及協会手編み師範
倉田実知子
4月開講
第2・4水曜 10：15～12：15
13,530円（税込・3ヵ月分）
※教材費別途 

贈るを作る
クラフトギフト
cohaco.industry 主宰
コハコ
4～6月（全3回）
第4土曜 13：00～15：00
8,910円（税込）
※教材費別途 

暮らしに素敵な日本茶を！♥
日本茶インストラクター 中根めぐみ
4～9月（全6回）
第3金曜 16：30～18：00
13,695（税込）※教材費別途

手相でわかる生き方発見！
東明学院専任講師 武田鈴子 ほか
4～9月（全6回）
第3金曜 13：30～15：00（入門編）
第1金曜 13：30～15：00（実践編）
各13,035円（税込）※テキスト代別途

ジョギング・ランニング講座
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
河内隆慶 ほか
4～6月（全6回）
水曜10：00～11：30
※4/12、26、5/10、24、6/7、21
16,170円（税込）

季節を楽しむ
お香の手づくり教室
薫物屋香楽認定教授
竹内香織
4～9月（全6回）
第1水曜
13：00～15：00
14,355円（税込）
※教材費別途

ポジャギ～韓国のパッチワーク～
ポジャギ作家
大辻繭子
第1水曜 10：00～12：00
6,105円 （税込・3ヵ月分）
※教材費別途

いきいきメイク術♥
資生堂ジャパン株式会社ソーシャルエリアパートナー 
草野博子
4～6月（全3回）
指定木曜 15：15～16：15
4/13、6/8、6/29
＊6/29のみ15：15～16：45
3,960円（税込） ※協力：資生堂ジャパン株式会社

心も体もリフレッシュ こころの歌
名古屋二期会準会員
太田志麻
4月開講
第2・4木曜 13：30～15：00
11,682円（税込・3ヵ月分）
※教材費別途

時短を叶える！
楽してキレイにお掃除講座
日本清掃収納協会認定講師 
杉 千郷
4～6月（全3回）
第4水曜 10：30～12：00
7,755円（税込）

こども書道
桃花会理事 原田純子
4月開講
第1・3火曜 16：30～18：00
第1・3水曜 16：30～18：00
　　　　　18：10～19：40
各2,970円（税込・1ヵ月分）
※教材費別途

気軽に楽しく美味しく
台湾茶/中国茶
中国政府認定
高級茶芸師・高級評茶員
服部由加里
4～9月（全6回）
第3水曜 13：30～15：00
15,675円（税込）
※教材費別途

自然の香りに包まれる
アロマテラピー
クラフト
アロマハンドトリートメント協会認定講師
安藤真知子
4月開講 第2木曜 10：30～12：00
15,675円（税込・6ヵ月分）※教材費別途

ダニエル先生のキッズイングリッシュ
英会話講師
ダニエル・ドーソン
5月開講 第1・3土曜
10：15～11：00（年中～小2）
11：10～12：00（小3～小6）
各4,400円（税込・1ヵ月分）
※教材費別途
歌やゲーム、絵本など様々なアクティビティで楽しみながら英語
を学びます。英語圏での季節のイベントを通して文化にも触れて
いきます。

今欲しいニット小物やニットウエアーを作りましょう。編み物
の基本から始めて少しずつレベルアップしながら作品作り
を個別にお手伝いします。

相手を想い、作って、贈る。カルトナージュ作家コハコが提
案する、新しいクラフト。布や紙を使って季節感あるギフトを
制作します。

精油を使って日々お使いいただけるクリームや石鹸などを
作ります。自然の香りを感じる事で、五感を使い日頃のスト
レスの解消やリフレッシュをしましょう。

基本のあいさつから、実際の旅行先で役立つ会話や日常
会話まで、自然に話せるように楽しみながら身に付けましょ
う。初めての方が対象のクラスです。

よくわからないままやっていたお掃除。
洗剤も道具もこうやって使えば、こん
なにも楽に汚れが落とせたんだ?!と、
目からウロコの清掃講座です。

街道と歴史の街 
「鳴海・有松」
早稲田大学客員教授
大塚耕平
第3日曜13：30～15：00
8,085円（税込）
※テキスト代別途

初めてのクルーズ
失敗しない上手な予約のコツと乗船後１２０％楽しむ方法
ツアー・ステーション代表取締役 加藤広明 ほか
4～6月（全3回）
第4木曜 10：00～11：30
7,425円（税込）

古代東海道、中世鎌倉街道、近
世東海道の要所であった鳴海・有
松にまつわる話を中心に、尾張三
河の街道史の興味深い史実をお
話します。

楽しく歌いながら肺機能を高め、美肌を
保つともいわれる呼吸法・ストレッチ・表
情筋トレーニングも取り入れます。歌を通
していつまでも若 し々く過ごしましょう。

ネットに編み付けることで簡単にバッグが作れます。普段手
作りをしない方にも作りやすく、編む作業に夢中になりま
す。小ぶりながら、長財布や携帯電話にポーチとたくさん収
納できるカゴ風バッグです。

漢薬香料など昔ながらの自然由来の香原料をブレンドし、カラダ
にもココロにもやさしい和の香りをつくります。季節に合わせたお
香と香りを楽しみましょう。

韓国の麻や絹を繋ぎ合わせ、幾何学模様の色鮮やかな1
枚の布や小物に仕立てます。包んだり、覆ったり、敷いたり
「暮らしから生まれたアート」をお楽しみください。

なぜひざの不調が起こるのか、どんな動き方で負担が軽減
されるのかを呼吸に合わせ学び、いつまでも楽 と々動ける
体をつくりませんか？

睡眠の基礎知識を学び、スーパーボールを使用したセルフケア
法や快眠体操など、眠れない人が実際に試して効果が高かった
睡眠改善の実践法を用い、眠れるカラダを目指します。

大人になってからはじめてダンスにチャレンジされる女性のた
めの教室です。体に無理のない動きで、ダンスを楽しく体験
できるクラスです。程よい体へのリズム刺激で骨密度や筋
肉量アップ効果が認められ、現在幅広い世代に人気です♪

これから走り始める人、自己流トレーニングに
不安を感じている方、マラソンで完走を目指
す方に、それぞれのペースで走れるよう、豊富
な知識と経験を持つコーチが指導します。

日常のお手入れで健康が保てる方法、きれいな眉を描くコ
ツ、自分に似合うパーソナルカラーなど3回を通してお伝え
します。

今や、世界のクルーズ船約400隻のうち1割が
日本近海を航行し、誰でも気軽に乗船できる時
代。クルーズ手配歴26年、クルーズ添乗歴
1,000日の経験で培ったノウハウを失敗談も交
えお届けします。

世界に1冊だけのオリジナル絵本
を作りましょう。ストーリーの作り方
から製本方法まで学べます。

字形の基本である正しい点画・正
しい筆順を楽しく学びながら、きれ
いな字が書けるように指導します。

手相に表れている性格・才能・個性を活かし
「自分らしい生き方」を発見していきます。金
運、健康運、幸せ運などわかりやすく学べま
す。毎回講師によるワンポイント鑑定も！

身近にある日本茶を、素敵に楽しく究
めます。基本の淹れ方はもちろん、ア
レンジティーや料理などさまざまな角度
から日本茶をご紹介。美味しいお茶と
お菓子で日々の疲れを癒しませんか。

台湾/中国茶葉は多種多様です。数種類の茶葉を紹介し
ながら、適した淹れ方をお伝えします。

ニャンドゥティで作る
タッセル付きバッグチャーム
Academia MieElena講師 川村寧子
6月12日（月）
13：30～15：30
3,135円（税込）
※教材費別途880円（税込）
南米パラグアイのレース刺
繍ニャンドゥティ、伝統模様の中からパン
ジーのモチーフでバッグチャームを作りま
す。色は当日、お選びいただけます。

大人かわいい ニットリング®
eknit-loop認定ニットリング講師
川村寧子
6月26日（月）
10：30～12：30
2,475円（税込）
※教材費別途3,850円（税込）
肌に優しく着け心地が良いニットで、金属アレ
ルギーの方も指輪を楽しめます。かぎ針で指輪
を編み、キラッと光るビジューが手元を輝かせ
る、大人かわいい褒められリングを作りましょう。

季節の行事から学ぶ日本の文化
～和文化アンバサダー®～
和文化アンバサダー®認定講師
南園貴絵
6月11日（日）
13：00～14：30
2,805円（税込）※教材費別途300円（税込）

5月8日（月）
15：15～17：45
2,805円（税込）
※教材費別途
3,300円～（税込）

真珠屋さんのパールアクセサリー講座
神戸パール・コレクション代表 所神根（しょしね）孝二

トロッケンクランツ
木の実と多肉植物のスワッグ
トロッケンクランツ認定講師 木村 香
5月25日（木）
10：30～12：30
2,255円（税込） 
※教材費別途
　2,800円（税込）
アーティフィシャルの
多肉植物と、ころころした木の実を合わせ、
植物の自然な姿も楽しめるスワッグです。

4月11日（火）
15：30～18：00
2,805円（税込）
※教材費別途
　3,300円～（税込）

5月21日（日）
10：00～11：00（年長～小2）
11：15～12：15（小3～小6）
各2,475円（税込）

鳴海

作って弾こう！憧れのバイオリン
工房楽器の森
加藤正行
5月21日（日）
10：30～16：30
※途中休憩あり
8,877円（税込）
特許製法により初めての方でも簡単
に、本格的な演奏を楽しめる軽バイオ
リンを制作します。完成後はみんなで
「キラキラ星」などを演奏しましょう。

体幹を意識したからだ全体の正しい使い方を身に付けて短距離走のタイムアッ
プを目指します。走るときのフォームのポイントはもちろん、切りかえしなどスポー
ツにつながる動きも実践します。

真珠の街「神戸」の講師が用意した様々な色のパール・天然石でお好きなアクセサリーを作
ります。一粒ずつ違う真珠やパーツを選び作品を参考に長さやデザインをお選び下さい。

想いをカタチにする
創作文章教室
児童文学作家 小原麻由美
5月28日（日）
10：30～12：00
3,905円（税込）
心の中で眠っている小さな
想いを物語にしてみません
か？3枚の絵カードを使用して、文章の書き方
や物語の作り方をお伝えします。原稿用紙1
～2枚程度の創作童話を完成させましょう！

スモークツリーで
初夏のリース
フローリスト
大金タケヒロ
6月4日（日）
13：00～15：00
2,475円（税込）
※教材費別途3,800円（税込） 
人気のスモークツリーを使ってリースを
作ります。初夏にぴったりなナチュラル
でさわやかなお部屋にしませんか。

羊毛まん丸コースターを織ろう
羊毛まん丸手織講師
秋田じゅんこ
6月10日（土）
13：30～15：00
2,585円（税込）
※教材費別途
　2,000円（税込）
オリジナルの織板を使い、40色のカラ
フルな羊毛から選んでまん丸のコース
ターを2つ織り上げます。

ハーブで作る初夏の手仕事
虫よけと癒しのお香作り
日本メディカルハーブ協会シニアハーバルセラピスト
谷口明美
5月27日（土）
10：30～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途
1,800円（税込）
植物の力を利用して、香りでお部屋を浄化しつつ、
虫よけにもなるナチュラルなお香を作りましょう。

4月15日（土）10：15～11：00（年中～小2）
11：10～12：00（小3～小6） 各2,200円（税込）

話してみよう！韓国語
入門クラス
名古屋韓国学校講師
劉 静煥（ユ チョンファン）
4月開講
第1・3月曜 16：00～17：00
11,550円（税込・3ヵ月分）
※テキスト代別途

手作りを楽しむジュエリーバッグ®講座
夏に持ちたいカゴ風トートバッグ
AJBジュエリーバッグ®協会認定講師
太田美也子
4～6月（全3回）
第3木曜 13：00～15：00
9,405円（税込）※教材費別途

おのみどり てづくり絵本教室
てづくり絵本作家
おのみどり
4～9月（全6回）
第3月曜 10：00～12：00
13,695円（税込）
※教材費別途

ぐっすり快眠できる
カラダを目指す
おねむりトレーニング
（社）日本快眠協会おねむり認定講師
川添由起子
4～6月（全3回）
第3水曜
15：30～17：00
7,755円（税込）
※教材費別途

ひざ痛改善教室
本来の身体の動きに戻す
Salute Felice～健幸Life～代表
村﨑りや
4～6月（全6回）
第1・3金曜 13：30～14：45
14,190円（税込）

大人J-POPDance♥
大人のための余暇時間・大人の習い事
HIT'S Dance Space インストラクター
岡嶋里奈
4月開講
第1・3曜木曜 15：00～15：50
9,042円（税込・3ヵ月分）

守護石ブレスレット
守護石鑑定士
河瀬七映
4月9日（日）
10：30～12：30
6,490円（税込）

陰陽五行について〝木・火・土・金・水〟の
五気の配列を割り出して、体質にあった
守護石をお選びし、好みの天然石と組
み合わせて、ブレスレットを作ります。

10秒でねこ背を伸ばす！
背伸ばし体操
姿勢道普及協会理事長
清水 真
4月9日（日）
10：15～11：45
3,355円（税込）
「ねこ背は10秒で治る！身長が伸び
る、やせる！背伸ばし体操」（講談社）が
話題。北海道のカリスマトレーナーに
よる、姿勢改善エクササイズを体験。

３冷初期の幼虫から成虫になるまでを観察ケース
で育てます。大きく育つ様子や、蛹、成虫へのふ化
まで、ヘラクレスオオカブトの醍醐味に触れてみま
しょう！親子ペアは年少～小学生と保護者対象。

昆虫王者ヘラクレスオオカブトを育てよう！
～幼虫から成虫になるまで観察～
くわがた村代表
野平英一郎 ほか
4月16日（日） 13：30～15：00
親子ペア・一人参加 各3,355円（税込）
※教材費別途4,500円（税込）

南大高
5月14日（日） 
10：30～11：30（年長～小2）
11：45～12：45（小3～小6）
各2,475円（税込）

どうしたら速く走れるの？ かけっこ教室
ACEアスレティックトレーナー 五十嵐茂幸

宝塚の魅力に迫る
～歌って踊ろう編～
元宝塚歌劇団花組
美苑えりか
5月28日（日）
13：00～15：00
3,377円（税込）
今回は美しい姿勢、華やかな表情、ハリ
のある通る声を作る秘訣を習います。皆
で楽しく歌って踊って宝塚気分を味わっ
てください。女性対象

羊毛フェルトで作る☆
招きトラにゃんこ
羊毛フェルト作家meimei
箕浦メイ
6月4日（日）
10：30～13：30
2,255円（税込）
※教材費別途2,300円（税込）
フワフワの羊毛を専用の針でチクチク刺し
て、かわいいトラねこの招き猫を作ります。
模様の形はお好みで自由につけられます。

季節の行事には先人からの教えや願いが
込められ、私たちの暮らしや命を守ってくれ
るヒントがいっぱいです。今回は「夏越の
祓い」で大和の心を感じてみませんか。

中高年のための
表情筋スペシャル＆心美学®
日本表情筋トレーニング協会代表
水野愛子
6月30日（金）10：30～12：00
2,475円（税込）
若さの秘訣は表情筋にあり！古希を迎えた
表情筋のスペシャリストが考案の究極のト
レーニング法でシミ、シワなどの予防改善、若
返り効果を楽しいトークと共にお伝えします。

戦国武将から天下人になった家康。そ
れぞれの時期の手紙を紐解き当時の社
会情勢や思考に迫っていきます。

徳川家康の手紙を読む
歴史研究者 萩原淳也
6月18日（日）
10：30～12：30
（戦国武将編）　
13：30～15：30
（天下人編）
各2,585円（税込）

会場・大高緑地
現地集合・現地解

散
現地
講座［事前予約制］

鳴海・南大高
どちらのセンターでも
お申し込み
承ります

鳴海 南大高

めまいは吐き気や嘔吐
のみならず、転倒などを引き起こし、脳の病気
ではないかと想像させるほど苦痛で、怖い病
気だと思われます。なぜめまいは発生するの
か、どうしたら改善するのかなどを学びます。

バルーンアートはコツをつかむと誰でも作
れるようになります。部屋に飾ったり、プレ
ゼントにも喜ばれます。

お手持ちの名古屋帯や袋帯を切らずにお
太鼓に仕上げます。帯結びが2分で出来
て、着付けが簡単に。裁縫が苦手な方でも
大丈夫です。※着付けの指導はありません。

「はり」を高めるフェースエクササイズなど
若 し々さをキープする方法をお伝えします。

伝統工芸 有松・鳴海絞
絞り染めのTシャツ作り
こんせい 近藤弥栄子 ほか
4月15日（土）
10：00～12：00頃
6,050円（税込）
※教材費含む
※会場：こんせい

かわいいミニチュアフード お弁当
日本ミニチュアフード協会認定講師
片桐 操
4月16日（日）
10：00～12：00
2,255円（税込）
※教材費別途
1,100円（税込）

楽しいマジックバルーン
クラウン
ミント
4月6日（木）
15：00～16：30
2,475円（税込）
※教材費別途
1,200円～（税込）

北欧の伝統装飾
ヒンメリワークショップ基礎編
ヒンメリのWA
近藤亜希
4月23日（日）
10：00～12：00
3,245円（税込）
※教材費含む

楽しい紅茶の時間
セイロンティーの飲み比べ
紅茶塾DAGU主宰ティーアドバイザー
村井美千代
6月30日（金）
10：30～12：00
2,035円（税込）
※教材費別途
1,000円（税込）

季節の和菓子 練り切り
日本サロネーゼ協会認定 練りきりアート講師
おかもとまきこ
5月21日（日）
10：00～12：00
2,365円（税込）
※教材費別途
1,500円（税込）

あがり症・話しベタさんのための話し方
【監修】（社）あがり症克服協会理事長

鳥谷朝代
あがり症克服協会認定講師

景山千絵
4月2日（日） 13：00～16：00
4,455円（税込）
※教材費別途1,100円（税込）

トロッケンクランツ ガーデン
トロッケンクランツ認定講師
籠橋由起
4月26日（水）
15：30～17：30
2,035円（税込）
※教材費別途
3,500円（税込）

1年中花が楽しめる！！
長寿梅の情景盆栽を作ってみましょう
情景盆栽作家
中尾浩之
6月1日（木） 
15：30～17：30
2,805円（税込）
※教材費別途4,180円（税込）

造り帯教室
さくら着物工房
北澤育代
5月29日（月）
13：00～17：00
6,655円（税込）
※教材費別途900円（税込）

専用の紙をバラし、こよって貼りつける
単純作業の繰り返しで蓮の花を作り
ます。夜は中にLEDライトを入れて柔
らかい灯りを楽しめます。

白色のTシャツに糸で縫い縮めたり、染料
をかけて柄に染めたりと絞りの技法で加
工をしていきます。現地集合・現地解散。

灯りをともして
ハスハナつくり
伝え手 市石真奈美
6月4日（日）
13：00～15：00
2,255円（税込）
※教材費別途1,500円（税込）

北欧フィンランドの伝統装飾。基本の形
「正８面体」をサイズ違いで3つ作り、重ね
たり、繋げたりして自分好みの仕上がりに。

スリランカ生産のセイロンティー。産地
の個性を紹介し、味わいます。

手ぬぐい染めで練習後、雪花絞りの技
法を使って、浴衣1反をお好きな柄と色
で染めます。現地集合・現地解散。

3種類のあんを使って、バラやアジサイ、
手まりを作ります。小学生以上対象（低
学年は保護者同伴）。

木の実とアーティフィシャルローズ、ユー
カリの葉などをアレンジして、春のお庭を
イメージしたリースを作って楽しみます。

手のひらサイズの鉢に苔や砂をあしら
い、モダンでかわいい情景盆栽。長寿梅
は2～3ヵ月おきに花が咲き、楽しめます。

足に関心がないのは、健康に関心がないの
と同じ。足裏バランスを整えて、足・ひざ・腰な
どの不調を「未病」のうちに改善しましょう。

どうしてめまいは治らない？
めいほう睡眠めまいクリニック院長
中山明峰
4月23日（日）
10：30～12：00
2,585円（税込）

外反内反・浮き指・アーチ不足を整える
カサハラ式足から未病改善
カサハラ式認定講師
小澤妙子
4月19日（水）
10：00～12：00
4,730円（税込）
※教材費含む

フラダンス ～ハワイを感じよう～
ハーラウ ナーレイ オ カ イポ ラウアエ インストラクター
杉浦真弓
4月14日（金）
10：30～12：00
4月21日（金）
10：30～12：00
各1,100円（税込）

ハワイの文化とフラの基本を学びながら
楽しく踊りましょう。初心者の方も大歓迎。

上賀茂流真多呂人形 こいのぼり
真多呂人形学院雅会専務理事
川上真仙子 ほか
4月7日、21日（金）
各13：00～15：00
4,070円
（税込・2回分）
※教材費別途13,000円程度（税込）
桐粉を混ぜ合わせて作る現代木目込
みの手法を使う真多呂人形の技法で
3匹の鯉の親子を2回で作ります。

人前で緊張する人、手や声の震えで悩ん
でいる人におすすめ。長年のあがり症を克
服した講師が監修したセミナーです。

伝統工芸 有松・鳴海絞
雪花絞り浴衣反物作り
こんせい取締役社長 近藤泰仁
5月27日（土）
10：00～17：00頃
19,085円（税込）
※教材費含む
※会場：こんせい

衰えがちな表情筋を元気に♥
ばりアップケア″レッスン
資生堂ジャパン株式会社
ソーシャルエリアパートナー
草野博子
5月19日（金）
13：30～14：30
1,430円（税込）
※協力：資生堂ジャパン株式会社

春を彩るフラワーボックス
フローリスト
大金タケヒロ
4月9日（日）
13：00～15：00
2,255円（税込）
※教材費別途
3,800円（税込）
本の形をした器に季節の花を使ってか
わいいアレンジメントを作ります。春らし
いお花で部屋を飾ってみませんか。

指先にちょこんと乗るほどの小さくてか
わいい作品を樹脂粘土で作ります。

ルーツはイタリアの伝統工芸。カット済
みの小さなガラスパーツを軽い木材枠
に詰め込みチャームを作ります。

希少なクラフト
ミクロモザイク
日本ミクロモザイク協会認定講師
栗田弥生
5月27日（土）
10：00～12：00
4,125円（税込）
※教材費含む

自家製ドライフルーツ＆
簡単フライパングラノーラ作り
DRYandPEACE上級認定講師
成田奈苗
6月22日（木） 13：30～15：30
3,905円（税込）
天日干しでできる自家製ドライ
フルーツはとてもヘルシー。フライパンひとつで手
軽に出来るオリジナルフルーツグラノーラの失敗
しないコツをお伝えし、お持ち帰り頂きます。

みんなで一緒にフラを踊ろう！Ａｌｏｈａの挨拶から始めて、基本の
ステップや動作から丁寧に練習していきます。フラは笑顔と元気
を与えてくれます。

こども
フラダンス♥
フイフラオレイアロハ講師
北岡香代子
5月開講 
火曜 17：00～18：00
6,028円（税込・1ヵ月分）

4月25日（火）17：00～18：00　1,100円（税込）

手のひらサイズの鉢の中に苔や砂をあし
らい、モダンでかわいい情景盆栽を制作
します。蕾の状態で制作し、数日後には
写真のように見事な満開になります。

桜花を愛でる
可愛い桜の情景盆栽を作りましょう!
情景盆栽作家
中尾浩之
4月6日（木） 13：30～15：00
2,805円（税込）
※教材費別途4,400円（税込）

布背の手製本ノート
KaoPoK
カオポック
6月25日（日）
10：30～12：30
5,445円（税込）

図書館などでよく見かけるあの製本法で、
表紙にはイタリアのプリントペーパーを使っ
た無地のオリジナルノートを仕立てます。

コミュニケーション力を高める！
楽しい学び直し英語
元南山大学教授
浅野享三
5月開講
第1・3木曜 13：30～14：30（ステップ1・中学初歩）
第1・3木曜 15：00～16：00（ステップ2・高校初歩）
各14,960円（税込・3ヵ月分）
音読、会話、文法、よもやま話、何でもありで楽しく基本の英語を
学び直します。声を出すことはストレス発散にもつながりますよ。
基礎のある方は、ステップ2からご受講いただけます。

4月20日（木） 13：30～14：30（ステップ1）
15：00～16：00（ステップ2） 各2,145円（税込）

大好き！テディベア
卯年にうさぎを作りましょう
日本テディベア協会会員
髙岡里香
4～2024年3月（全12回）
第4火曜 18：30～20：30
27,555円（税込）
※教材費別途
ドイツ製のモヘアでうさぎと洋服等を作ります。全て手縫い
なので、どなたでも手軽に確実に製作できます。個人のお
好みやレベルに応じて進めていきます。

鳴海・南大高
春   の受講生募集

2023年4月期

個人情報相談窓口
中日文化センター グループ個人情報担当
〒460-0008
名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル7階
栄中日文化センター内　
TEL  0120-53-8164

入会と受講について
●登録料550円（税込）と受講料を前納いただければ、どなたでも入会できます。会員資格は、各地の中日文化センターに共通です。（一部を除く）
　特別講演会、1dayセミナー、体験講座など一部の講座は、登録料は不要です。
●満席の場合はキャンセル待ちを受け付けます。また、規定開講人数に満たない場合は開講を中止させていただく場合があります。
　ご入金後に受講者の都合でキャンセルされる場合は、事務手数料20％を差し引いて返金いたします。
●受講料には維持管理費が含まれています。
●一部の講座の受講料には音楽著作権使用料が含まれています。

個人情報の取り扱いについて
中日文化センターは、入会・受講申し込みの際にご記入いただいた、個
人情報を厳正かつ適正な管理のもと運用いたします。利用目的は次の
通りです。
◯申し込みいただいた講座の受講手続き、そのほか欠かせない確認
　やご案内
◯講座資料、募集企画などのご案内、サービスの提供

◯個人を識別することができない形で統計的に処理し、今後の参考デ
　ータとするため
◯新しい講座企画、キャンペーンなどのお知らせ
◯中日グループ内で共有のうえ、さまざまなサービス提供のご案内など

詳しくは中日文化センターホームページ内プライバシーポリシーをご
覧ください。

みんなでつくろう、安心・安全な学びの場！


