
鳴 海 定期・おすすめ講座 名鉄鳴海駅前より徒歩1分 リベスタ鳴海1階名鉄鳴海駅前より徒歩1分 リベスタ鳴海1階♥印の講座は女性対象です。
　掲載以外にも約１40講座を開講中！ 詳しくは→

チアドラゴンズ
ダンスレッスン♥
鳴海教室
チアドラゴンズOG NAO
水曜 17：00～17：50（年長～小学3年生）
　　 18：00～18：50（小学4～6年生）
各5,588円（税込・1ヵ月分）※教材費別途

天白教室
チアドラゴンズOG NANAKA
木曜 16：30～17：20（年長～小学3年生）
　　 17：30～18：20（小学4～6年生）
各16,764円（税込・3ヵ月分）※教材費別途 アイドルダンス

HIT́ S Dance Space インストラクター
岡嶋里奈
月3回木曜
17：00～17：50（3歳～中学生）
4,191円（税込・1ヵ月分）

KIDS DANCE
スタジオフィネス専属インストラクター

MICHIYO
月曜 17：00～18：15
（4歳～中学生）
5,148円（税込・1ヵ月分）

こども英会話コスモグローバルコミュニケーションズスクール講師
高井マーガレット月曜
17：00～17：50（小学低学年）18：00～18：50（小学高学年～中学生）各5,940円（税込・1ヵ月分）※教材費別途

キッズ英会話
第1・3土曜
11：00～11：50
（小学1～3年生）
3,410円（税込・1ヵ月分）

楽しいこども書道
興文会常任理事

伊藤昌園
火曜 16：00～18：00
（年中～中学生）
5,060円（税込・1ヵ月分）

こどもバレエ
火曜クラス
MASAKO YAMAMOTO　BALLET STUDIO主宰
山本まさ子
16：30～17：30（4歳～年長）
16：30～18：00（小学低学年）
18：00～19：30（小学高学年～中学生）
各5,148円（税込・1ヵ月分）

金曜クラス
谷口真穂クラシックバレエ主宰
谷口真穂ほか
16：00～17：00
（4歳～小学低学年）
17：10～18：10
（小学高学年～中学生）
各5,148円（税込・1ヵ月分）

英語であそぼう
コスモグローバルコミュニケーションズスクール

講師

セルヒオ イバレチェ
第1・3土曜 10：00～10：50
（3歳～年長）
3,410円（税込・1ヵ月分）

こどもたちの才能を発見しよう！！
1回1,100円（税込）で
おためし体験ができます こども空手

日本空手道東真会師範中央本部長

林 欣吾
木曜
16：15～17：30
（年長～小学低学年）
 17：40～19：10
（小学高学年）
各5,060円（税込・1ヵ月分）

きらめきを撮る
女性のためのカメラ教室♥
日本写真家協会会員

松成由起子
4～9月（全6回）
第4木曜
13：00～15：00
15,015円（税込）※教材費別途
すてきな表情・光景を思ったように撮
れるようカメラでもスマホでもどちらでも
学習できます。野外撮影会も予定。

消しゴムはんこの世界
JESCA認定上級消しゴムはんこ講師
うえむらゆみこ
4～9月（全6回）
第4火曜
13：00～15：00
14,355円(税込)
※教材費別途
雑誌TVメディアでの出演も多数、予
約待ち続出の人気作家に学ぶ消し
ゴムはんこ教室。コースターやのし袋
など毎月、１作品を完成させます。

PPバンドで作る トートバッグ
グループエコdeニコット
長縄紀美子
4～6月（全3回）
第3日曜
10：00～12：30
13：00～15：30
各6,105円（税込）
※教材費別途
雨天でも気軽に持てるPPバンドでトー
トバッグを作ります。小かごで練習した
後、あじろ編みでバッグを完成させます。

みゆきアートフラワー
深雪アートフラワースタジオ名古屋支部講師
阪野洋子
第1・3火曜
13：00～15：00
11,550円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
花びらや葉の形にカット
した白い布を染色後、コ
テで表情をつけ、まとめ上げる深雪アートフラ
ワー。完成した花はさまざまなシーンで楽しめます。

ゆうき体操
ひざ・腰・股関節痛ケア
ゆうき健康関節指導士
坂下洋子
4～6月（全6回）
第1・3土曜 10：30～12：00
第2・4土曜 10：30～12：00
各14,190円（税込）
世界変形性関節症会議で認められた
体操です。体のゆがみを整え、関節の
動きを良くすることで、動ける体づくり
を行います。

心もほっこり癒やされる
己書を楽しく描こう
日本己書道場公認上席師範
片桐基博
4～6月（全3回）
第2水曜 15：30～17：00
6,765円（税込）
※教材費別途
筆ペンと透明水彩絵の具で、味のあ
る文字と心がほっこりするような絵を
一枚のはがきに描く。己の心のまま
に、楽しんで描きましょう。

知識ゼロから始める
写真塾
元中日新聞写真部記者
飯野幸雄
第3土曜
15：30～17：00
6,765円
（税込・3ヵ月分）
撮影に必要な知識と操作のコツを学
び、デジカメでもスマホでも簡単に上
達できるテクニックを学びましょう。

更年期に負けない体づくり
バランスボール♥
体力メンテナンス協会認定バランスボールインストラクター
Nami
第2・4水曜 
10：30～11：45
12,210円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
音楽に合わせて、軽い有酸素運動とストレッチを
行い、楽しく弾むことで自律神経を整え、女性ホ
ルモンの乱れに左右されない身体を目指します。

ストレッチ＆ダンス♥
インストラクター
杉浦節子
月曜
10：00～11：30
【毎週】18,084円（税込・3ヵ月分）
【隔週】10,362円（税込・3ヵ月分）

美容ストレッチで、身体全体をほぐしバ
ランスを整え、しなやかな動きと美しい
姿勢を身につけます。後半は、簡単な
ステップからダンスを楽しみます。

楽しいギター
中部日本ギター協会理事（認定教授）
榎本和俊
第1・3日曜
10：00～11：30
11：40～13：10
11,682円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
初心者の方はドレミから始めて、コード
が弾けるように学べます。弾きたい曲
を楽しく弾きましょう。

蒼山日菜の世界
レース切り絵 初級
蒼山日菜レース切り絵認定講師
髙橋和子
第2日曜
10：00～12：00
9,405円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
動植物をモチーフにした繊細なデザインを小さな
ハサミだけで作り出す、蒼山日菜のモノクローム
の世界。そのテクニックを初歩から習得します。

アロマハンドトリートメント1級
手で看る自然療法
AHTAアロマハンドトリートメント協会認定講師
近藤由紀
4～9月（全12回）
第3・4月曜
15：30～16：30
18,150円（税込）
※教材費別途
むくみや便秘などの改善や不眠・不安な
どをほぐす手技手法で自分とまわりのみ
んなが元気になれる方法を学びます。

リフレッシュヨガ
東山ヨガ講師
鶴本里織
木曜
13：00～14：30
17,820円
（税込・3ヵ月分）

どなたでも無理なく、ゆっくりといろいろ
なポーズをとりながら、呼吸と意識を集
中させて心と体を調和させましょう。

笑顔のボイストレーニング基礎編
若さを保つ声の出し方・磨き方
ビジヴォ認定ボイストレーナー
 小松エミ
4～6月（全3回）
第2木曜 13：00～14：30
7,095円（税込）
※教材費別途
声帯も年齢とともに老化します。正しいト
レーニングをすることで声が劇的に変わ
ります。いつまでも若 し々く愛される声、心
を惹きつける「声」の作り方を学びます。

癒やしの二胡 入門
中国遼寧省民族音楽家協会理事
崔 佳寧
第1・3金曜
19：30～20：30
13,662円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
アジアのヴァイオリンとも呼ばれ、中国で最も
親しまれている楽器です。人の声に近い優し
い音色によるリラクゼーション効果で、心や
身体への良い影響が期待されています。

体をゆるめる
ほぐしヨガ♥
東山ヨガ講師
可知美帆
第2・4水曜
19：00～20：00
10,890円（税込・3ヵ月分）
一日の疲れた心と体を気持ちよくゆる
め、ほぐしていくことを目的としたクラス
です。日々の忙しさやストレスから心地
よく開放していきましょう。

太極拳
日本武術太極拳連盟公認指導員
網谷幸枝
火曜
10：00～11：30
17,820円
（税込・3ヵ月分）

年齢・性別・体力を問わず、誰もが参加
できる太極拳は、意識・動作・呼吸を合
わせた健康法で、自己治癒能力がアッ
プし、足腰の筋肉強化にも最適です。

色えんぴつ画
フリーランスイラストレーター
いわきふみえ
第1木曜
13：00～14：30
5,775円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
本講座の下絵作り・デッサンは写真や
雑誌から下絵を作るのでデッサン力は
必要ありません。下絵にはあまり時間
をかけず色塗りに特化した講座です。

こころの絵手紙
日本絵手紙協会公認講師
加古悦子
第1・3土曜
12：45～14：45
10,230円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
絵手紙のキャッチフレーズは『ヘタでい
い、ヘタがいい』。花や野菜、身の回りの
物を感じたままに、心を込めて描き、ひと
こと言葉を添えます。

ビーズ刺しゅう
Moco＆Kirara
竹中江美子
第1月曜
13：00～15：00
6,765円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途

生地のプリントを利用してアンティーク
ビーズを刺し、小物やバッグを製作します。

女性のための脂肪燃焼＆
リラックスヨガ♥
ヨガインストラクター
ＹＯＫＯ
第1・3土曜
13：00～14：15
13,530円
（税込・3ヵ月分）
発汗効果の高い呼吸法で代謝を良く
し、太りにくい体にしていきましょう。週
末のリフレッシュにおすすめです。

爽快！スポーツウエルネス吹矢
日本スポーツウエルネス吹矢協会尾張名古屋支部支部長
髙瀨 紘
第2・4月曜
14：30～16：00
10,890円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
腹式呼吸をベースとしたスポーツ吹矢
式呼吸法で、集中力と精神力も養わ
れます。高い運動能力は要りません。
誰でも気楽に楽しめ健康に。

絵画
画家
三渡基久男
木曜
18：30～20：00
17,820円
（税込・3ヵ月分）※教材費別途
絵を描くことが好き、描いてみたいけれども
ハードルを感じてしまう、きっかけがないとい
う方、鉛筆一本から始められます。自由な雰
囲気で、ご自分のペースで、好きな題材・画
材を使って自由に描いてみませんか。

やさしいジャズファンク
三代舞踊団専属
インストラクター
平井和宏
金曜
15：00～16：15
18,084円
（税込・3ヵ月分）
ジャズダンスの基本を中心に、いろい
ろなジャンルの曲にあわせて踊ります。
初めての方、少し体を動かしてみようと
思っている方にもオススメ。

実用の毛筆・ペン・筆ペン
文部科学省後援
書写技能検定県審査委員
川久保汎美
第2・4月曜
18：00～20：00
10,230円（税込・3ヵ月分）
※教材費別途

身近な筆具で、日常よく使う住所氏名、
慶弔の表書き等が正しく、美しく書けるよ
うに学びましょう

英語を究めよう
コスモグローバルコミュニケーションズ
スクール専任講師
マリア・
タケノウチ
第2・4月曜
11：00～11：50
10,890円（税込・3ヵ月分）
日本と他国との文化の違いについて、
毎回違うトピックで意見交換。リラック
スしたクラスなので恥ずかしい、間違っ
たらどうしようなどの心配は無用です。

複音ハーモニカ
日本ハーモニカ芸術協会公認指導員師範
松山俊江
第1・3火曜
13：00～15：00
11,022円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
「ポケットに入るオーケストラ」とも言わ
れるほど手軽で身近な楽器です。腹
式呼吸法で演奏するので、健康にと
ても良いと言われています。

和裁
（学）清水学園専門学校
和裁教授
松岡寿己代
第1・3木曜
10：00～12：00
10,890円（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
始めに基礎縫いを練習し、その後は肌
襦袢と浴衣に取り掛かり、順に自由製
作に進むことができます。また、思い出
の着物をアレンジすることもできます。

チョークアートを楽しもう！
MCA認定ゴールド講師
水谷範子
第1月曜
10：00～12：00
6,765円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
オイルパステルで季節の絵など1回で
1作品を仕上げます。インテリアやプレ
ゼントにもお勧めです。初心者の方も
楽しめます。

アロマとハーブでナチュラル生活♥
心と身体を癒すセルフケア
アロハーブ・ジャパン代表
河合喜久子
第2・4金曜 
15：30～17：00
10,890円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
ハーブや精油の様々な力を健康維持・病気予
防に活用できるのがアロマテラピー。季節の
ハーブを使ったリースやサシェなども作ります。

日本の伝統文化
つまみ細工を作ろう！
つまみ細工作家
矢野由子
第2水曜
10：00～12：00
8,415円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
つまみ細工の基本となる“丸つまみ”と“剣
つまみ”で、季節に合わせた作品をカリキュ
ラムにそって、毎回1作品を仕上げます。

ピラティス・ヨガプラス 初心者♥
Fitness Specialist
小室演子
火曜
10：00～11：00
21,780円
（税込・3ヵ月分）

筋力・柔軟性・バランスの能力を高め、
インナーマッスルに意識を向け、呼吸
筋も鍛えます。ご自身の体調・筋力・柔
軟性に合わせて行っていただけます。

和菓子の練り切り
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
4～9月（全6回）
第3金曜
10：00～12：00
14,355円（税込） 
※教材費別途

簡単でお家でも作りやすい練り切り。中
のあんこは、あずきや渋皮マロン、こんが
り焼き芋、ほうじ茶など毎回4個作ります。

ミセスのジャズダンス♥
DCO DANCE STUDIO代表
MASA
木曜
10：00～11：30
18,084円
（税込・3ヵ月分）

様々な音楽に合わせて楽しく踊るクラ
スです。ストレッチ、体幹トレーニング、
プリエ、ウォーキングなど基礎からしっ
かりと行います。

1日5分からの断捨離®
やましたひでこ公認
断捨離®トレーナー
おんだ柚希美
4～9月（全6回）
第3水曜
13：30～15：00
15,675円（税込）※教材費別途
知っていると知らないとでは人生が違う、新し
い片付け術「断捨離®」は捨てることだけで
はありません。執着を手放し、いきいきと生き
る生活革命です。1日5分から始めましょう。

フリーパソコン
PCアシストM&T主宰
岡 麻弥 ほか
第2・4金曜
13：00～14：30
16,830円
（税込・3ヵ月分）

自分の学習したい内容を自由に学べ
る講座。少人数のセミマンツーマンで
レベルや希望に合わせて学べます。

信長と家康の同盟のルーツを、
父信秀の時代からの三河で探る
歴史ライター 水野誠志朗
4～9月（全6回）第1土曜
【座学】15：30～17：00
【現地】13：00～16：00頃
15,675円（税込・6ヵ月分）
※教材費別途※現地学習は現地集散、交通費別途
信長の織田家と家康の松平家は桶狭間の戦い
のあと同盟を結びましたが、それ以前から長年の
因縁、多くの戦いがありました。それをできる限り
追ってみようという講座です。現地もめぐります。

古文書を読む 入門クラス
日本福祉大学教授
高部淑子
4～9月（全6回）
第1木曜
13：40～15：10
15,675円（税込）
博物館などで見るくずし字は一見難し
そうにみえますが、くずし方のルールな
どを学びながら読み解き、内容を理解
して、そこから当時の暮らしや社会の
様相を考えます。

尼僧と学ぶ
やさしい仏教入門
西山浄土宗慈雲寺住職
宮田隨麗
4～6月（全3回）
第2日曜 
13：30～15：00
6,105円（税込）
仏教は、苦しみ多いこの世をしなやかで折れ
ない心をもって生きるための智慧です。優し
さに満ちた釈迦の言葉から、怒りや嫉み、悩
みを手放していくコツを一緒に学びましょう。

初めてでも描けちゃう
あったか筆文字
心の筆文字主宰
姿月真由美
4～9月（全6回）
第3月曜
13：00～15：00
13,035円（税込）※教材費別途
簡単な挿絵を添え、筆ペンを使ってアート
で味のある文字の書き方をお伝えします。

ウクレレで音楽しよう
6回で基礎をマスター
ウクレレ奏者
丹羽一彦
4～9月（全6回）
第3金曜 16：30～17：15
11,187円（税込）
※教材費、楽器代別途

簡単な楽譜を使って、やさしいウクレレ
の音色を手に入れましょう。初心者対
象の6回コースです。

はじめてのパンチニードル
日本パンチニードル協会
認定講師
福村真由美
4～9月（全6回）
第2土曜
10：00～12：00
13,695円（税込）
※教材費別途
毛糸を通した専用針を布に刺してルー
プを作り、モフモフとした「こいのぼり」
などを制作します。

歩き方を変えたら体が変わる！
SAYOKO 美ボディウォーキング♥
SAYOKO美ボディウォーキング講師
渡邉雅美
4～9月（全6回）
第2水曜
10：30～12：00
14,355円（税込）
日々の姿勢や歩き方を正しく整えることで、
若 し々い見た目、引き締まった体を作りま
す。体を伸ばす、緩めるストレッチをしてか
ら、全身の筋肉を使ってしっかり歩きます。

知っててよかった！
ハーブ療法
メディカルハーブ講師
谷口明美
4～9月（全6回）
第2金曜
10：30～12：00
13,695円（税込）※教材費別途
お肌のトラブルや、病院に行くほどでもないけ
ど、なんだか調子が悪いとき。ストレスなど様々
な状況に合わせて、健康に役立つハーブを紹
介していき、毎回ハーブコスメも作ります。

楽しく健康！
どじょうすくい
正調安来節入門
安来節保存会大師範
一宇川俊栄
第2・4火曜 10：30～12：30
12,210円（税込・3ヵ月分）
どじょうすくい踊りは心と体の健康増進に最
適！低い姿勢で踊る姿が、太ももやふくらは
ぎなどのトレーニングになり、ユーモラスな仕
草、笑いは認知症の予防になるといいます。

書くのが苦手な方も、書くのが楽しくなる！！
筆ペンで楽しむ和みの筆文字
心の筆文字主宰 姿月真由美
4～9月（全6回）
第1水曜
10：15～12：15
13,695円（税込）
※教材費別途

黒やカラーの筆ペンを使って、カラフ
ルで楽しい筆文字の書き方のコツを
お伝えします。

誰でも描ける！
プロが教える即興似顔絵
似顔絵アーティスト
林 みどり
4～9月（全6回）
第2水曜 10：30～12：00
14,025円（税込）
※教材費別途
似顔絵を驚くほど簡単に描けるテク
ニックを伝授します。ほんの少しの絵
心があれば大丈夫。目の前で描いて
あげたり、プレゼントしても喜ばれます。

心を奏でる 想いを奏でる
奏筆（かなふで）教室
奏筆®協会代表 馬淵将樹 ほか
4～6月（全3回）
第1金曜
13：00～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途
心があたたまるホッとするひとときを、生
活の中に取り入れられる書画教室で
す。書き順や描き方の常識にとらわれ
ず、書も絵も無心に描いてみましょう。

季節のお花を創る
ビーズフラワー＆アクセサリー
ビーズフラワー講師
山本千草
4～6月（全3回）
第2土曜 10：30～12：30
7,755円（税込）
※教材費別途
糸に通したビーズをワイヤーに移し替えて、
花びらや葉を作ります。季節に合わせたモ
チーフを、お部屋に飾るフラワーもしくはアク
セサリー、どちらかお好みの方で作れます。

シャインカービング
SCAインストラクター yaccha
4～9月（全6回）第4金曜 13：00～15：00
13,695円（税込）※教材費別途

柔らかいビニールシートと彫刻刀を使って、驚くほど
美しいステンドグラス風アートを生み出しましょう。

誕生数秘術と
OSHO禅タロット
Angel Mother
佐々木牧子
4～9月（全6回）
第3水曜 10：30～12：00
12,375円（税込）※教材費別途
誕生日、名前の数字から、生まれた意味を
読む誕生数秘術と現在の人生の流れを
知るＯＳＨＯ禅タロットカードを組み合わせ
て学び、未来への運命を切り開きましょう。

楽しい小噺・落語
落語家
三遊亭笑くぼ
4～9月（全6回）
第2金曜
14：00～15：30
12,375円（税込）
※教材費別途

発声練習、扇子や手拭いの使い方か
ら始め、小噺、落語へと進みます。楽し
くストレス発散！脳トレにもなります。

語るように歌う！ジャズ
小畑孝廣音楽事務所Jazz Vocal 伊藤 綾
4～6月（全6回）
第1・3月曜 12：45～14：15
　　　　　14：30～16：00
各13,662円（税込）
4～9月（全6回）
第1月曜 18：45～20：15
13,827円（税込）※各教材費別途
ジャズは、オペラ歌手のように歌い上
げるよりも、話すように歌う方が心地よ
くスイングします。英語が苦手でもジャ
ズを歌うのが初めての方でも大歓迎。

古文書で読み解く
徳川家康と家臣団
歴史研究者
萩原淳也
第4火曜
10：20～12：20
16,335円
（税込・6ヵ月分）

徳川家康とその家臣団を対象とし、彼らの
書状からその思考や政策、社会情勢等を
当時の感覚で丁寧に読み解いてゆきます。

大人からこどもまで
気軽に書道
桃花会理事
原田純子
第1・3火曜 18：00～19：30
こども2,970円（税込・1ヵ月分）
大人10,230円（税込・3ヵ月分）
※こどもコースのみ教材費別途
字形の基本である正しい点画・正しい筆
順を学びながら、きれいな字が書けるよう
に指導します。親子での受講も可。こど
もは年長～中学生対象。

合格をつかむ！人生に役立つ文章力！
ターニングポイントの小論文・作文
読書作文教室ことばの窓主宰
小嶋由美子
第3日曜
13：30～15：00
9,405円（税込・3ヵ月分）
入試、就活、転職、
人生の岐路で問われるのが文章力。自分
の強みを効果的にアピールしたり、意見を
論理的にまとめたりし、説得力ある文章を書
く力を鍛えます。個々への丁寧な添削付。

季節のリース＆スワッグ
フローリスト
大金タケヒロ
4～6月（全3回）
4/4（火）、5/20（土）
6/6（火）
13：00～15：00
6,765円（税込）
※教材費別途
季節の花を使って、リースやスワッグを作り
ます。ドライフラワーにできるお花をメイン
にしたアレンジで、長く飾って楽しめます。

創作つまみ細工
アトリエyoshiko
入田善子
4～6月（全3回）
第4月曜
13：00～15：00
6,105円（税込）
※教材費別途
伝統工芸の技法を使って「季節を愉
しむコサージュ」を作ります。和装には
もちろん、バッグや洋服に付けたり、お
部屋のインテリアとしても楽しめます。

UV-LEDレジンアクセサリー
abc500en大須店
勅使川原由紀 ほか
4～6月（全3回）
第4月曜
13：00～15：00
6,765円（税込）
※教材費別途

紫外線で固まる特殊な樹脂材を使い、
パーツを自由に配置して、透明感あふ
れるオリジナルアクセサリーを作ります。

癒やしの糸かけ曼荼羅アート
糸かけデザイン研究所 糸かけ師
市石真奈美
4～6月（全3回）
第2月曜
13：00～15：00
6,765円（税込）
※教材費別途
板に釘を打ち、規則的に糸をかけていくこ
とで完成する幾何学模様の曼荼羅アー
ト。心の赴くまま選んだ糸の組み合わせで
一人一人違った作品が出来上がります。

足もみメソッド官足法♥
“自分や家族を守る”実践！フットマッサージ
官足法究楽部認定講師 後藤絵未
4～9月（全6回）
第2火曜 10：15～12：15
12,375円（税込）
※教材費別途
健康の維持・向上をはかりたい方、不調
を抱える方におすすめの足から変わる
効果抜群のメソッドです。足裏やふくら
はぎの基本的なもみ方や、季節ごとの
不調への対処の仕方なども学びます。

一眼レフからスマホまで
カメラ女子を楽しもう♥
日本写真家協会会員
松成由起子
4～9月（全6回）
第3水曜
10：30～12：30
15,015円(税込)※教材費別途
楽しく写真の撮り方を学び、素敵な表
情・光景を思うように撮れるよう指導し
ます。一眼レフ（ミラーレス含む）だけで
なく、スマホでもOK。野外実習も予定。

からだが喜ぶ『おうち薬膳』
薬膳茶Soybean Flour主宰
堀 輝余子
4～9月（全6回）
第2木曜
10：30～12：00
11,715円（税込）
※教材費別途
薬膳カフェの店主が、人気メニューから身近な
食材で作れるレシピを紹介。すぐに活用できる
レシピから食材の働きや薬膳の知識を学びま
す。季節や体調に合わせた食でセルフケア！

こころとからだを癒やす
アロマハンド
トリートメント2級
アロマハンドトリートメント協会
認定シニアプロフェッショナル
安藤真知子
4～9月（全6回）
第4木曜 13：30～15：00
13,695円（税込）※教材費別途
天然素材と手の動き１つでむくみや肌荒
れ、不眠やイライラ、目の疲れなど様々な
不調を改善できる自然療法を学びます。

水野愛子監修
表情筋トレーニング＆心美学®
心と身体をきれいにするティータイム
日本表情筋トレーニング協会
認定講師 国際中医薬膳師
神野 美奈子
4～6月（全3回）第4月曜 10：30～12：00
6,765円（税込）※教材費別途
表情筋は正しい速度で正しく動かすことでシ
ミ、シワ、タルミの予防改善に効果がありま
す。身体に良いお茶と動物性フリースイーツ
のティータイムでリラックスしながら行います。

実践！話し方
ウカイコンベンションオフィス代表
鵜飼 京子
第1・3土曜
10：30～12：00
11,550円
（税込・3ヵ月分）※テキスト代別途
もっと上手に話したい！人前であがって
しまうという方。ちょっとしたコツを学べ
ば、きっと話すことが楽しくなります。経
験豊富な講師が一人一人に合わせて
丁寧にアドバイスをします。

～腰・肩・膝～
痛み改善ヨガ
東山ヨガ講師
松下亜紀子
第2・4月曜
10：30～12：00
14,190円
（税込・3ヵ月分）
身体に痛みや疲れが続いてマッサージなど
に行っても、症状が繰り返すということはあ
りませんか？正しい姿勢や筋力不足を解消
し不調をため込まない習慣をつけましょう。

歌謡舞踊
歌謡詩舞
日本舞踊内田流
内田翠艶
水曜 13：00～15：00
18,084円
（税込・3ヵ月分）
最新の歌謡曲にあわせて、扇・傘・手
ぬぐいなどを用いて基本から舞踊技法
まで丁寧に指導します。老若男女を問
わず、舞踊を通して体と心を鍛えます。

ストレッチと健康体操♥
東海体操ゼミナール会員
若杉千花
金曜
10：15～11：45
17,820円
（税込・3ヵ月分）

気持ちよく身体を伸ばし、筋トレを入れ
ながら、音楽に合わせて身体を動かし、
健康な身体作りを目指します。

初心者でも楽しく演奏できる♪
大人のキーボード
カシオミュージックサークル講師
水野真由美
第2・4月曜
14：00～15：30
16,962円
（税込・3ヵ月分）
※テキスト代別途

明るく楽しくレッスン！音符が読めなくても大
丈夫！キーボード演奏と音楽の基礎を楽しみ
ながら、無理なく学ぶグループレッスンです。

1からはじめる
大人の鍵盤ハーモニカ
SUZUKIケンハモ認定講師
前川礼子
第2・4水曜 13：00～14：30
11,682円（税込・3ヵ月分）
※楽器・テキスト代別途
ケンハモはすぐに音を鳴らすことがで
き、持ち運びが便利。吹く楽器であり腹
式呼吸を使うことから、健康促進となり
ます。音楽経験がなくても大丈夫。楽し
く演奏しましょう。

オランダ ザンス フォークアート
初級クラス
オランダザンス協会認定講師
小俣広子・愛知晴美
第1・3金曜
13：30～15：30
11,550円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
絵心がなくても簡単に描けるお花のペイ
ントです。アクリル絵の具を使い一筆で
描き、色彩豊かな作品に仕上がります。

写経と書道入門
中部日本書道会顧問
平松采桂
第2・4土曜
13：00～15：00
10,230円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
写経で一番大切なのは、心を込めて
丁寧に書写すること。筆は苦手だから
とためらうことはありません。古典や展
覧会の学習もできます。

実用！筆ペンとボールペン
桃花会理事
鈴木真希子
第2・4金曜
18：40～20：10
10,230円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途

初心者を対象に基礎から実用的なも
のまで、筆ペン・ボールペン等で美しい
文字が書けるように指導します。

俳句はポエム
（公社）俳人協会幹事
若原康行
第2・4日曜
10：15～12：00
10,230円
（税込・3ヵ月分）
五・七・五の十七音で感動を表現する。
あなたにしか表現できない詩を作る。講
座では、即興で句作を行い、添削指導
も行います。名句鑑賞を通して、俳句の
基礎が身につくように指導します。

個性をみがく油絵
二科会会友
古野紀征
第2・4土曜
10：30～12：30
10,230円
（税込・3ヵ月分）
楽しく描くことをモットーに、誰でも持っ
ているよさを大切にして、初心者でも
個性的な作品が出来る教室です。初
歩の技法から、高度な作品創りまで指
導します。

うつくしい歌・バラードを歌う
洋楽編
声楽家
内田由美子
第4水曜
10：30～12：00
5,841円
（税込・3ヵ月分）
※テキスト代別途
ミュージカルや映画で、思わず涙した
時に流れくる美しいメロディー。今再び
この感動を歌ってみませんか？

アンチエイジングダンス
＆エアロビ♥
マイナス15才の身体作り
スタジオフィネス主宰 高木那帆
第1・3月曜11：00～12：15
11,682円（税込・3ヵ月分）
全身を万遍なく使って動く、音楽を聞きリズ
ムに乗る、右左脳を両方使うのでアンチエ
イジングにぴったり！！一生涯元気に歩け、
誰にも迷惑をかけないで笑顔で過ごせる
身体作りをしませんか？流行の曲でステッ
プを踏み、ダンサー気分を楽しみましょう。

介護されないための
チェアヨガ
シニアチェアヨガインストラクター、
介護予防健康アドバイザー
NAGISA
第1・3土曜 10：30～11：30
10,230円（税込・3ヵ月分）
マットは使わずイスに座って行うスト
レッチヨガ。加齢と共に衰えたり緊張
して働きが悪くなった筋肉をほぐし、背
もたれを使って下半身を鍛え、介護が
必要のない身体を目指しましょう。

社交ダンス
入門～初級
カワチダンススタジオ講師
野田幹也
第1・3木曜
11：00～12：00
11,682円（税込・3ヵ月分）
優雅な社交ダンスの基本を指導しま
す。練習するステップはワルツ、タン
ゴ、ルンバなどです。社交ダンスを楽し
みながら体幹を整え、美しい姿勢、立
ち方、歩き方を教えます。

やさしいジャズダンス
ダンスプロインストラクター
鈴木真理子
第1・3木曜
13：00～14：30
10,362円
（税込・3ヵ月分）
ジャズダンスを基礎か
らゆっくり丁寧に指導
していきます。気持ちよ
く汗をかいてリフレッ
シュしましょう。

大人のためのやさしいバレエ♥
松岡伶子バレエ団
荒川みゆき
第1・3金曜
13：00～14：30
10,362円
（税込・3ヵ月分）
クラシックバレエの基礎を初心者にも
わかりやすく楽しく指導。楽しく優雅な
動きを学ぶことで美しいからだを作り、
心にもゆとりができます。年齢に関係
なく始められます。

おやすみ前の
ゆったりヨガ♥
東山ヨガ講師
澤田としみ
第1・3木曜
19：00～20：15
10,230円（税込・3ヵ月分）
呼吸に意識を向けて、ほのかな明かり
の中でゆったりとしたポーズを中心に
行うので、初心者にも参加しやすいク
ラスです。自律神経を整えて１日の疲
れを取っていきましょう。

ヴィクトリア王朝貴族に愛された
タティングレース
JACタティングレース専任講師
高木桂一
第2月曜
18：30～20：30
6,765円
（税込・3ヵ月分）
※教材費別途
シャトルと呼ばれる小さな糸巻を使って
行う手芸で、結び方はとってもシンプ
ル。アクセサリーなど、初心者でも色々
なレース作品を作ることができます。

4月17日（月）13：00～15：00
1,100円（税込）※教材費別途

新学期から
はじめよう!

定 期 講 座・リニューアル講 座

まんだらまんだら

おすすめ講 座

基礎から学ぼう
わくわくらくらく楽しい作文小嶋由美子
第3日曜 10：15～11：20（小3～小6）6,600円（税込・3ヵ月分）
受験対策にも！
読解力・思考力・記述力UP作文小嶋由美子
第3日曜 11：30～13：00（小5～中3） 7,260円（税込・3ヵ月分）

プロダンサーに習おう！
アイドルダンス♥
亀谷沙耶香
第2・4月曜
17：00～18：00（小2～小4）18：15～19：15（小5～中3）
各2,794円（税込・1ヵ月分）

こども空手
林 薫 ほか
火曜 17：00～18：30（年中～中3）

徳田義則
木曜 16：30～18：00
（年中～中3）
各5,060円
（税込・1ヵ月分）
※保険代等別途

空手道
（護身術・組討道）近藤真吏 ほか火曜 19：00～20：00（3歳以上）5,060円（税込・1ヵ月分）※保険代等別途

こどもキーボード教室
水野真由美
第2・4月曜
16：00～17：00　
17：10～18：10 （小学生）18：20～19：20
各10,362円
（税込・3ヵ月分）
※テキスト代別途

こども書道（土）
鈴木泉華
第1・3土曜
10：10～11：40
11：45～13：15 （年中

～中3）

第2・4土曜
10：10～11：40 （年中～中3）

各2,970円
（税込・1ヵ月分）
※教材費別途

楽しく身体を動かそう！

こども運動教室
青木正美
月曜
17：00～18：00（年中～小4）
5,060円（税込・1ヵ月分）

こどもタップダンス
志乃舞 優
土曜 14：00～14：50（年中～小6）
5,588円（税込・1ヵ月分）

そろばん
後藤嘉枝子
金曜 17：00～18：00（年中以上）
5,060円（税込・1ヵ月分）
※テキスト代別途KIDS DANCE

大崎理代
水曜 17：00～18：00
（年中～小6）
5,148円
（税込・1ヵ月分）

こどもバレエ
島宗陽子
金曜 17：00～18：00
　　 （3歳～小3）
　　 18：00～19：00
　　 （小4～中3）
各5,148円
（税込・1ヵ月分）

こどもミュージカル
志乃舞 優
土曜 13：00～14：00（年中～小6）
5,148円（税込・1ヵ月分）

こども絵画と造形
安原さとり
第1・3月曜
16：30～17：30
18：00～19：00（年長～中3）

各3,850円
（税込・1ヵ月分）

中3
以上対象

南 大 高 ♥印の講座は女性対象です。
　掲載以外にも約１30講座を開講中！ 詳しくは→

イメージ

見学・体験はフリーダイヤルへお問合せ下さい。

※見学、体験随時受付中（一部、見学・体験ができない講座もございます）


