
はじめての「ゴスペル」
河野明子　
10：30～12：00
呼吸・発声・発音などの基礎を身につけ
ながら、大勢で歌う醍醐味「ゴスペル」
ハーモニーを体感します。
定員／10名
持ち物／筆記用具・飲料水・録音できるもの

トールペイント＆デコパージュ
北村和代
13：00～15：00
基本的な筆使いをマスターして、誰にでも
自由に描けるとても楽しいアートです。
定員／5名
持ち物／新聞紙・キッチンペーパー・水入れ・綿棒
教材費800円（税込）

こどもバレエ
（越智インターナショナルバレエ）
越智久美子ほか
13：30～14：30（3歳～小1クラス）
3歳からを対象に、年齢・経験によりクラス分けして基礎
から丁寧に指導します。
定員／10名　持ち物／動きやすい服装・靴下・飲料水

こども書道・
えんぴつ
日比野香月
13：15～14：45
鉛筆の正しい持ち方、とめ・は
ね・はらいの区別など、書写学習
の基礎を学びましょう。

対象／年長～小学生　定員／8名
持ち物／小3以上習字道具・こくご10マスノート・筆記用具
　　　　小2以下こくご10マスノート・筆記用具

こども

4.11（土）

大石そろばん教室
大石京美
4月13日（月）16：30～17：30
4月15日（水）17：00～18：00
そろばんを通じて指先を鍛え、やわらかい脳をつくろう。
対象／小学生　定員／各6名
持ち物／筆記用具・そろばん（ない方は準備します）

4.11（土）

スタイルフラワー
アレンジメント
高橋理香　19：00～20：30
花びらメイキングという手法を使って、
母の日用のアレンジ花を作ります。
定員／5名 
持ち物／ハサミ・持ち帰り袋・
ニッパー　
教材費1,100円（税込）

フラワー・園芸
4.20（月）

♥深山流舞踊
深山延靖
13：00～15：00
歌謡曲などに古典の基本を正しく使い、テンポある振り付
けをした舞踊を個人指導します。
定員／5名　持ち物／和装

日本の芸能

4.7（火）
池坊
清水和風
13：30～15：30、18：30～20：30
池坊の指導方針に沿って、初心者にも
分かりやすく基本から奥伝まで幅広く
指導します。
定員／各10名 
持ち物／ハサミ・花包み紙
教材費990円（税込）

日本の伝統
4.17（金）

韓国語会話
クオン・イギョン
4月2日（木）13：30～15：00（初級クラス）
4月3日（金）18：30～20：30（レベルアップコース）
ハングル文字の読み書きや文法を覚え、旅先等で使える
日常会話を中心にレッスンします。
対象／少しの読み書きができる人　定員／各5名
持ち物／筆記用具

外国語

4.13（月）

こどもバレエ
（林 葉子バレエアカデミー）
林 葉子ほか
16：45～17：45（3歳～小1クラス）
17：45～18：45（小2以上クラス）
基礎から丁寧に責任を持って指導します。
定員／各3名　
持ち物／動きやすい服装・靴下・飲料水

4.16（木）

こどもバレエ
（神八亜古バレエスクール）
神八亜古ほか
11：30～12：30（3歳～小6クラス）
感受性が豊かなこどもに基礎とリズム感を楽しく正しく指
導します。踊る事の楽しさを感じられます。
定員／10名　
持ち物／動きやすい服装・靴下・飲料水

4.18（土）

こどもバレエ（Grand Jete 
Emiバレエアカデミー）
井川依美
16：30～17：30（幼児クラス）
17：30～18：30（児童クラス）
18：30～19：30（中学生以上クラス）
健康な体とリズム感を育て
ながら、本格的なクラシック
バレエまで指導します。
定員／各10名　
持ち物／動きやすい服装・
靴下・飲料水

4.24（金）

～正しく書けるように～
「こども書道」

本田煌雲
16：30～18：00
教科書に基づいた正しい教育
書道を毛筆・硬筆ともに基本か
ら丁寧に指導します。
対象／小学生　定員／2名
持ち物／習字道具
教材費100円（税込）

4.28（火）

こども空手／少年空手
浅井絵美
17：00～18：15（年中～小3クラス）
18：30～19：45（小4以上クラス）
空手の鍛錬を通じて、技術上達と体力、
精神力、集中力の向上を目指します。
定員／17：00～5名、18：30～3名
持ち物／動きやすい服装・飲料水

4.16（木）

4.15（水）

民謡
川崎瀧玲
13：30～14：30
真室川音頭を三味線の
伴奏を交えて唄いましょう。
定員／10名　
持ち物／筆記用具

4.10（金）

民謡・三味線
川崎瀧玲　14：30～15：30
短時間でソーラン節を弾けるように指導します。
定員／2名　
持ち物／三味線（ない方は準備します）・筆記用具

4.10（金）

中高年から始める
「篠笛と能管」

河合 保
10：30～12：00
初めての方でも大丈夫。少しずつ
吹けるように音の出し方や感情
の伝え方などを丁寧に教えます。
定員／5名 
持ち物／笛（ない方は準備します）

4.11（土）

あこがれの琉球音楽
「三線と島唄」
港川 繁ほか
13：00～14：30
海原のようにおおらかで素朴な沖縄の民謡を唄いましょう。
定員／8名　持ち物／三線（レンタル有り500円（税込））

4.17（金）

箏曲・三絃・尺八
小島君代
13：00～14：00（初級クラス）
15：00～16：00（中級クラス）
16：00～16：45（初心者クラス）
箏の古典的で美しい音色を奏で
られるよう丁寧に指導します。
定員／各5名
持ち物／爪（ない方は準備します）

4.20（月）

落語を楽しむ
三遊亭笑くぼ
13：00～15：00
人の心をつかむ落語の楽しさを実感しましょう。
定員／10名
持ち物／筆記用具・飲料水・手ぬぐい

4.27（月）

大正琴
鈴木琴虹
10：30～12：30
初心者に応じた教則本で分かりやすく指導します。
対象／初心者　定員／5名 
持ち物／筆記用具　
教材費100円（税込）

4.13（月）

津軽三味線
新津里奏ほか
18：45～20：15
やさしい津軽民謡から難しい曲まで弾けるように指導しています。
定員／5名　持ち物／三味線（ない方は準備します）

4.14（火）

♥伝統文化をたしなむ
「詩吟舞踊」
髙崎清苑ほか
19：15～20：45
日本古来の漢詩、和歌に一定の旋律を付けて朗詠する
詩吟、これに併せて扇や剣を持って舞います。
定員／3名 
持ち物／動きやすい服装・靴下

4.15（水）

小原流
～いけ花～
原 みさ代
13：00～15：00
季節のお花を楽しみましょう。
定員／5名 
持ち物／ハサミ・花包み紙
教材費1,100円（税込）

4.23（木）

♥手結び着物の着つけ
藤井美智子ほか
13：00～15：00
日本の民族衣裳、着物が自分で
美しく手軽に着つけができる着装
技術のポイントを学べます。
定員／5名　
持ち物／浴衣・半幅帯

4.27（月）

はじめての韓国語会話
喩 瑞香
4月17日（金）13：30～15：00
4月21日（火）19：00～20：30
日常会話・旅行に使う言葉などを中心に教えていきます。
対象／少しの読み書きができる人　定員／各5名 
持ち物／筆記用具

ネイティブ講師の英会話
エドックポロ英雄イデン
19：00～20：30
基礎からはじめ、「聞く」「話す」を中心に実践力のつく英
会話を学びます。
対象／少しの読み書きができる人　定員／5名 
持ち物／筆記用具

4.22（水）

楽しく創る！竹細工灯篭
高橋 肇
13：30～15：00
小型ドリルとデザインナイフを
利用して竹の灯篭を創ります。
定員／6名　教材費500円（税込）

美　術

小粋なジャズボーカル
Chia　15：30～17：10
初めての方でも、スタンダードナンバーを中心にピアノに
合わせて楽しくレッスンします。
定員／5名　持ち物／筆記用具
教材費100円（税込）

音　楽
4.1（水）

パステル画
野倉 茂
13：30～15：00
パステルが初めての方でも大丈夫で
す。楽しい絵が描く事ができるよう指導
します。
定員／5名　教材費200円（税込）

4.3（金）

やさしい植物画
法月二郎
10：30～12：30
ヨーロッパ生まれの植物画を描いてみましょう。
定員／5名　持ち物／水彩道具

4.6（月）

日本画・水墨画
前川伸彦
10：30～12：30
伝統的製作過程の基本から、楽しい日
本画の作品づくりまで指導します。
定員／3名　
持ち物／鉛筆・色鉛筆・筆・タオル
教材費500円（税込）

4.10（金）

人物デッサン
高木玲子　15：30～17：30
人物モデルを中心にデッサン・クロッキー・油絵など幅広
い技術を指導します。プロの女性モデルがモチーフとして
教室に入ります。
定員／7名　持ち物／スケッチブック・鉛筆（2Ｂ）・消しゴム

4.11（土）

心を贈る「絵手紙」
藤田涼子
13：00～15：00
絵手紙を通じて自分の想いを形にす
るお手伝いをします。
定員／10名

4.13（月）

絵手紙を楽しむ
法月二郎
10：30～12：30
心のこもった絵とメッセージをハガキいっぱいに描いてみましょう。
定員／5名　持ち物／水彩道具

4.16（木）

4.16（木）

洋画（油絵・水彩）
小川満章　
16：15～18：15、18：30～20：30
はじめての方でも、基礎から親切に指導します。
定員／各3名　持ち物／油絵セット（ない方は準備します）
教材費500円（税込）

4.20（月）

和紙ちぎり絵
青山弥生
13：00～14：45
和紙を手でちぎったり薄くはぐったりして、
明るい透明感のあるちぎり絵をつくります。
定員／5名
持ち物／のり・ハサミ・絵具筆・広告紙・筆記用具・手拭き
教材費700円（税込）

4.22（水）

癒しの音色
「ウクレレ」を弾こう！

Fumihiko.Y
4月  2日（木）10：30～12：00（経験者クラス）
4月13日（月）10：30～12：00（初心者クラス）
癒しの楽器「ウクレレ」を楽しみましょう。
定員／各5名　持ち物／ウクレレ（ない方は準備します）
教材費100円（税込）

はじめてのオカリナ
岡田博子
13：00～15：00
持ち方、息の出し方から始め簡単
な曲が弾けるように指導します。
対象／初心者　定員／4名
持ち物／筆記用具・オカリナ

初めてのハープ演奏
藤本弓依　10：30～11：15
「ハープ」と聞くと敷居が高く感じる方もいらっしゃるかもしれ
ませんが、「ベイビーハープ」はとてもコンパクトで初めての
方にも気軽に楽しんでいただくことができます。
定員／10名

♥女性のためのカラオケ教室
藤井悦子　13：00～15：00
今よりレベルアップさせて楽しく歌いましょう。
対象／歌うのが大好きな女性
定員／3名　持ち物／筆記用具

4.10（金）

♥笑顔が集う「女声コーラス」
野村富昭　10：30～12：00
楽譜が読めなくても大丈夫！発声練習など基礎的なこと
をわかりやすく教えます。
定員／5名　持ち物／筆記用具

4.16（木）

4.17（金）

鈴加桂子のカラオケ教室
鈴加桂子　15：30～17：30
ボイストレーニングでお腹から声を出す練習をしながら新曲
を歌いましょう。
定員／5名　持ち物／筆記用具・飲料水

4.20（月）

はじめようヴァイオリン
廉 めぐみ　18：30～19：30
かまえ方や姿勢などからはじめ、憧れの楽器“ヴァイオリン”
を基礎からやさしく指導します。
対象／初心者　定員／2名
持ち物／ヴァイオリン（ない方は準備します）

4.20（月）

ドラマティックに
「ヴァイオリン」

浅野未希　19：40～20：40
お好きなヴァイオリン曲は何です
か。案ずるより弾くが易し。ご一緒
に弦の響きを楽しみましょう。
対象／経験者　定員／5名
持ち物／ヴァイオリン

4.22（水）

日本のうた、
心のうた
日比野 景　10：30～12：00
日本のうた、心に残る「名曲」を楽しく
歌いましょう。
定員／10名　持ち物／筆記用具
教材費100円（税込）

4.25（土）

はじめての「フルート」
上西佑季　19：40～20：40
やさしい音色が心に響く、癒しの楽器「フルート」を演奏しましょう。
定員／3名
持ち物／フルート（レンタル有り500円（税込））

4.27（月）

中高年の「健康音楽」
髙田一早枝　10:30～12:00
身体を使いながら歌うことで清 し々い気持ちを体感できます。
定員／5名　持ち物／動きやすい服装・飲料水・筆記用具
教材費100円（税込）

4.28（火）

愛と人生の歌・
シャンソンを歌う
青山桂子　14：00～16：00
発声や呼吸法など基本を身に付け
ながら、おなじみの名曲を日本語で
歌います。
定員／10名
持ち物／筆記用具

4.28（火）

はじめての尺八を楽しもう！
中根西光
18：00～20：00
童謡から伝統の古典曲まで丁寧に指導します。
定員／5名
持ち物／尺八（ない方は準備します）

4.27（月）

4.2（木）・4.3（金）

4.17（金）・4.21（火）

4.2（木）・4.13（月）

円空さんを彫る
杉山正明
13：00～15：00
慈愛に満ちた微笑みが魅力の円空仏を彫って
みませんか。
定員／4名　持ち物／彫刻刀

4.8（水）

絵画入門
上杉孝行
10：30～12：30
絵を描きたい方のために、デッサン・スケッチ・各種絵の具
の使い方などから教えます。
定員／5名　
持ち物／スケッチブック・水彩・パステルなどの道具

4.9（木）

4.6（月）

4.23（木）

4.2（木）

はじめての二胡
蒔田義信
18：30～20：30
哀愁をおびた楽器ニ胡を初歩から指導します。
定員／5名　持ち物／二胡（ない方は準備します）

4.14（火）

広く仏教に学ぶ
龍 茂樹
10：30～12：30
さまざまな問題が渦巻く現代社会において仏教が語りか
けてくれるものは何かを学びます。
定員／10名　持ち物／筆記用具

文学・歴史・宗教

4.8（水）

古文書で探る
美濃の歴史
横幕 孜　13：00～15：00
古文書を通じて美濃国の中世から近世の歩みを知り、ふ
るさとの歴史について理解を深めましょう。
定員／10名　持ち物／筆記用具

4.14（火）

東海古城と武将たち
増田 肇　
13：00～15：00
東海地区の古城を中心に座学と現地講座を案内します。
現地講座は、2回に1度程度行います。
定員／10名　持ち物／筆記用具
教材費220円（税込）

4.28（火）はじめて歌う「オペラ」
加藤 愛
13：30～15：00
楽譜の読み方や基礎発声を学び、音域・音色の幅を広げます。
定員／3名　持ち物／歌いたい曲の楽譜（2部）

4.15（水）

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。大垣中日文化センター公式Facebook随時更新中 大垣中日文化センター公式Twitter随時更新中

大  垣
春の受講生募集

2020年4月期

お問い合わせ・お申し込み TEL.0584-47-6333

1カ月分受講料

体験会対象講座へ
参加当日に
登録手続きの方

無料 1講座受講料 5 0 0円＋税

春の体験会
のご案内

4月1日（水）～4月28日（火）

営業時間 10：00～19：00 
（土曜18：00まで 日曜休み）

●事前の申し込み・手続きが必要です。  ●満席になり次第、締め切ります。お早めにお申し込みください。  ♥印は女性限定講座となります。  ●一部、材料費等の必要な講座があります。  ●全ての講座、維持管理費が発生します。1回につき50円＋税が別途かかります。

体験特典

LINEの説明は裏面をご覧下さい。

ご希望の方は
全講座掲載した
パンフレットを
お送りします。

大垣中日文化センター



暮らしと
ハーブ
田宮智香
10：30～12：30
10種類のハーブを使って簡単ハン
カチシューズキーパーを作成します。
定員／5名
持ち物／ソーイングセット・裁断しても良い
ハンカチ2枚（40ｃｍ～50ｃｍ）
教材費500円（税込）

一絃琴
大野響苑　13：00～15：00
歴史と由緒ある
一絃琴を初心者
でも丁寧に指導
します。
定員／2名　
持ち物／筆記用具

内田流舞踊
内田寿子ほか　
18：00～20：00
曲に合わせて、日本舞踊の
振り付けを体験していただ
きます。
定員／5名　
持ち物／動きやすい服装

やさしい詩吟
川﨑関風　13：30～15：30
楽しく大きな声を出し、元気に明るく吟じます。
定員／5名　持ち物／筆記用具

4.17（金）

裏千家
奥村宗美
13：30～15：30
楽しくお茶を頂き、基本的な
作法や茶の心を学びましょう。
定員／5名　教材費330円（税込）

草月流
伊藤智法　18：00～20：00
季節の花を使っ
て、いけ込みます。
定員／3名　
持ち物／
はさみ（あれば）　
教材費880円（税込）

デジタル一眼レフを
楽しむ
K.IWATA
4月1日（水）19：00～20：30
4月4日（土）10：30～12：00
一眼レフカメラならではの上手な写真の撮り
方、シーンごとの撮影方法を実践しながら紹介
します。
定員／各10名
持ち物／デジタル一眼レフカメラ・筆記用具

趣　味

かな・細字入門
青木美雲
10：30～12：30
かなに関する知識を伝えるとともに、実作の技
法を細かく指導します。
定員／3名　持ち物／書道用具・かな用半紙
教材費500円（税込）

書　道

楽しい書道
豊永御風　
13：00～15：00
どなたでも親しみやすく、文字
の基本から暮らしの中で役立
つ実用の書まで学べます。
定員／8名　
持ち物／書道具（筆ペン）・
ハガキ

書　道

日本画
前川伸彦
13：30～15：30
日本画の基礎を学びましょう。
定員／3名
持ち物／鉛筆・色鉛筆・筆・タオル
教材費500円（税込）

美　術

日本の伝統

押花ふしぎな
花倶楽部

田中米子
10：30～12：30
押し花にする技術を、小
物などを作りながら学びま
しょう。
定員／3名
持ち物／ピンセット・
手拭き
教材費800円（税込）

あなたも感動する！
マジックの楽しみ方
川口泰男
13：30～15：00
身近にあるものを利用して厳選された楽しい
マジックを教えます。
定員／10名
持ち物／トランプ（ない方は準備します）

4.9（木）

布をアートする
和田宣子　13：30～15：30
古布やちりめんで吊し雛や置きもの等、多彩な
作品作りをします。
定員／10名
持ち物／ボンド・ハサミ・
ものさし・お手拭き
教材費500円（税込）

4.23（木）

中高年のそろばん
大石京美　10：30～12：00
脳活に最適なそろば
んは、認知症の予防
も期待できます。
定員／6名
持ち物／筆記用具・
そろばん（ない方は
準備します）

4.24（金）

リボン盆栽
青木元子
13：00～15：00
四季折々に咲く花葉実を
リボンの布を使い本物の
ように創りましょう。
定員／5名
持ち物／ハサミ・手拭き
教材費1,100円（税込）

4.1（水）

川柳入門
成瀬雅子
13：00～15：00
ロマンあり、涙あり、読む人に感動を与え、共感
を呼ぶ川柳の楽しさを学べます。
定員／10名　持ち物／筆記用具

創　作

4.1（水）

小説・
エッセイ
吉村 登
13：00～15：00
初心者でも、楽しみな
がらマイペースで学べ、
投稿、応募や本づくり
の指導もします。
定員／3名
持ち物／筆記用具

短歌入門
栗山 繁
13：00～15：00
三十一音のリズムに乗せて、一句作ってみま
しょう。
定員／3名　持ち物／筆記用具

4.8（水）

楽しい書道
「書アート」
豊永御風
10：30～12：30
どなたでも親しみやすく、文
字の基本から暮らしの中で
役立つ実用の書まで学べ
ます。
定員／8名
持ち物／書道用具
（筆ペン）・ハガキ

はじめての書道
本田煌雲
18：30～20：30
初心者への手ほどきから暮らしの中の実用
書、漢字、かな、ペン字と幅広い内容を楽しく
学べます。
定員／5名　持ち物／書道用具　
教材費100円（税込）

4.7（火）

書道に親しむ
白木紫香
10：30～12：30
楷書、行書、草書を基礎からやさしく指導します。
定員／5名
持ち物／書道用具

4.9（木）

実用の書
坪井景照
18：30～20：30
ボールペン、筆ペン、毛筆など日常使用する筆
に慣れ少しでも読み易く、美しく見えるコツを教
えます。
定員／5名　持ち物／書道用具
教材費500円（税込）

4.15（水）

毛筆
白木紫香
10：30～12：30
楷書、行書、草書を基礎からやさしく指導します。
定員／5名
持ち物／書道用具

4.7（火）

色彩「書アート」
豊永御風　
13:00～14:30
白と黒のコントラストだけではない、
彩りある描く書道を楽しめます。
定員／8名
持ち物／書道用具（筆ペン）・
ハガキ

バルーンアート
Mu.cho
10：30～12：00

基本のバルーンアートを習得
後、動物やキャラクターのバ
ルーンアート作りを楽しみます。
定員／10名
持ち物／ハサミ・持ち帰り袋
教材費300円（税込）

4.21（火）

はじめてのステンドグラス
伊佐地陽子
10：30～12：30
光で美しく写るステンド
グラス。卓上ミラーを手
作りで完成させます。
定員／3名
持ち物／エプロン・
軍手・ハサミ・
カッターナイフ
教材費2,800円（税込）

手づくりシルバー
アクセサリー

山本幸子　
13：00～15：00
銀粘土を使ってオリジナル
のアイデアあふれるアクセ
サリーを作ります。
定員／5名
持ち物／エプロン・
手拭きタオル
教材費1,700円（税込）

♥レディース麻雀
若松正和
10：30～12：30
麻雀のルール、点
数の書き方、格言
など基本から指導
します。
定員／8名

4.7（火）

筆文字を楽しむ
山口香風
10：30～12：30
日常使用する筆に慣れ少しでも読み易く、美し
く見えるコツを教えます。
定員／3名　
持ち物／書道用具

4.15（水）

かな
中村圭華
13：30～15：30
仮名の書き方を初心者から経験者まで能力に
応じて個人指導をします。
定員／2名　
持ち物／書道用具

4.27（月）

書を楽しむ
窪田稲華
13：30～15：30
漢字、かなの基礎から作品制作まで個人の能
力、力量に応じた幅広い知識と技法を教えます。
定員／2名　
持ち物／書道用具

4.27（月）

♥ヘルシージャギー
阪 智子
14：30～16：00
バレエやヨガを取り入れたストレッチで徐々に身
体をほぐし、気持ちも身体もリフレッシュしましょう。
定員／5名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・バスタ
オル又はヨガマット

ダンス 

4.1（水）

気功・太極拳
小木小夜子（水）
岩久崇子（金）
4月3日（金）10：30～12：30
4月8日（水）13：00～15：00
老若男女・体質の強弱を問わず、それぞれの
身体に合わせた太極拳の指導をします。
定員／各3名　持ち物／動きやすい服装・
飲料水・タオル・室内シューズ

健　康

服　飾

はじめてのヨガ
中村ゆみ
10：30～11：45
呼吸のタイミングを大切にしながら、様々なヨガ
ポーズを練習します。
定員／15名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル

4.21（火）

ヨーガ
金森美智子
10：30～12：30
硬くなったからだを解きほぐし、呼吸を深く楽に
します。
定員／10名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル

4.22（水）

♥はじめての
ピラティス
松本久子　19：45～20：45
スモールボールを使って、インナーマッスルを鍛
えましょう。
定員／2名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル

4.24（金）

ヘルシーヨーガ
吉尾春美　13：30～15：15
誰にでもできるヨーガで美容や健康に効果的
な瞑想、呼吸、ポーズを学んでいきます。
定員／10名　持ち物／動きやすい服装・
飲料水・タオル・大きなバスタオル等

4.16（木）

「バランスボール」
エクササイズ
酒井俊博
13：15～14：45
座る、寝るといった身体に
負担が掛からないポーズを
中心に行います。
定員／2名
持ち物／動きやすい服装・
飲料水・タオル

♥中高年の
ゆったりヨガ
かなみ　14：15～15：15
ヨガで自分と向き合う時間を楽しみながら、ココ
ロとカラダに元気を与えます。
定員／10名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル

4.14（火）

♥腸活＆ヒップアップヨガ
西脇美子
10：30～11：45
腸を元気にするヨガで
心身共に美しく健康を
目指します。
定員／20名
持ち物／動きやすい
服装・飲料水・タオル

♥フラダンス
ナ メレ フラ オハナ主宰
環 プアメリア オナ オナ オナラニ 宮原
4月23日（木）10：30～12：00（初級クラス）
　　　　　 15：30～17：00（中級クラス）
4月25日（土）16：00～17：30
ハワイの神話や物語を表現する伝統的な踊り
“フラダンス”を基礎から楽しく学べます。
定員／各10名
持ち物／動きやすい服装（スカート）・飲料水・
タオル

♥すてきなフラダンス
牧田順子ほか
10：30～12：00
ステキなハワイアンの曲に合
わせ楽しく優雅に踊ります。
定員／5名
持ち物／動きやすい服装
（スカート）・飲料水・タオル

社交ダンス
大橋研二
10：30～12：30
初心者向きのブルース、ワルツ、ジルバ、タンゴ
などマナーを含め実技指導します。
定員／10名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル・
室内シューズ

4.27（月）

♥魅惑の
ベリーダンス
エルメスダンスカンパニー Mｅｉ
15：30～16：30
胸、お腹、腰などからだの各パーツを個々に動
かしながら踊るのが特徴のベリーダンスを踊っ
てみましょう。
定員／10名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル

4.3（金）

♥ジャズダンス
磯村陽子
10：30～12：30
ゆっくりとした音楽に合わせてストレッチをして、
基本のステップから指導をします。
定員／2名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル・
室内シューズ

4.6（月）

♥楽しい
ハワイアンフラ
儀賀昌美　11：00～12：30
無理なく楽しく踊ることができ、美容と健康に最
適です。
定員／5名
持ち物／動きやすい服装（スカート）・飲料
水・タオル

4.22（水）

♥大人のためのボディメイクバレエ
井川依美
14：00～15：00
（基礎クラス）
15：05～16：05
（経験者・中級クラス）
優雅な身のこなし方
と美しいプロポーション
づくりができます。
定員／各10名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル

社交ダンス
渡邉憲司　10：30～12：30
基本ステップから実技指導します。
定員／10名
持ち物／動きやすい服装・飲料水・タオル・
室内シューズ

平野学園
教室

4.2（木）

韓国語会話
レベルアップ
クオン・イギョン　13：30～15：30
韓国語の基礎が分かる方を対象に、理解を深
めましょう。
定員／5名　持ち物／筆記用具

外国語

4.4（土）

とんぼ玉
アート
長澤光昭　
10：00～12：00
ストラップやネックレスを
作ります。
定員／3名　
持ち物／タオル・エプロン
教材費2,000円（税込）

趣　味

洋裁
江崎梨花
9：30～11：30
可愛いガーベラミニドレス
を制作します。
定員／3名　
持ち物／裁縫道具・
ウエットティッシュ　
教材費800円（税込）

服飾・手芸

くずし字で読み解く
「信長公記」
吉田義治　13：30～15：00
織田信長の一代記
「信長公記」の読み
解きをします。
定員／10名　
持ち物／筆記用具
教材費30円（税込）

文学・歴史・宗教

4.22（水）

手編み手芸
田中米子　10：00～12：00
かわいいおしゃれなテトラポーチを作ります。
定員／3名　持ち物／筆記用具
教材費700円（税込）

4.21（火）

韓国語会話（初級）
クオン・イギョン
18：00～19：30
韓国語の基礎を学びます。
定員／5名　持ち物／筆記用具

4.7（火）

中国語会話（中級）
李 紅梅　19：15～20：45
中国語の会話力を高めましょう。
定員／5名　持ち物／筆記用具・ノート
教材費50円（税込）

4.14（火）

中国語会話（入門）
李 紅梅　19：15～20：45
中国語を基礎から学びましょう。
定員／5名　持ち物／筆記用具・ノート
教材費50円（税込）

4.15（水）

60歳からの歌声サロン
山田真理子　13：00～14：30
健康のためにお腹から声を出して、楽しく歌いましょう。
定員／7名

音　楽

4.7（火）

♥楽しいコーラス
赤堀織彗　10：30～12：00
シニア世代の懐かしい曲を歌いましょう。
定員／7名　持ち物／筆記用具
教材費100円（税込）程度

4.24（金）表千家
清水宗恵ほか　13：30～15：30
茶の湯でのお客様の作法、心構えを学びます。
定員／5名　持ち物／扇子・懐紙・服紗（あれば）
教材費330円（税込）

4.14（火）

謡曲と
仕舞
久田三津子ほか  
10：30～12：00
謡いと仕舞の体験をします。
定員／3名　持ち物／足袋

日本の芸能

4.21（火）

せん茶 売茶流
高取友仙窟ほか　
10：00～12：00
13：00～15：00
せん茶のお手前、お客とし
ての作法を学びましょう。
定員／各5名
教材費330円（税込）

4.15（水）

♥着物の着つけ
藤井美智子ほか
  9：30～11：30
18：00～20：00
着物の着つけを楽しく学
びましょう。
定員／各5名
持ち物／浴衣・半幅帯

4.23（木）

料理の基本と
カラダに美味しい料理
後藤香陽子　18：30～20：30
メニュー／五目ごはん・鶏肉とたけのこハンバーグ他
定員／3名

家庭で本格
「韓国料理」を楽しむ
脇田恵利子　10：00～12：00
メニュー／豚プルコギ・きゅうりのキムチ
定員／10名

4.4（土）

男の料理
後藤香陽子
18：30～20：30
メニュー／鶏肉とたけのこハンバーグ・菜の花
と白身魚のスープ他
定員／3名

4.3（金）

4.17（金）

持ち物
エプロン・筆記用具・手ふきタオル
材料費1,100円（税込）

クッキング

4.7（火）

4.7（火）

4.13（月）

4.10（金）

4.13（月）

4.18（土）

4.1（水）・4.4（土）

4.2（木）

4.7（火）

4.23（木）

4.24（金）

4.3（金）

4.4（土）

4.3（金）

4.21（火）

4.23（木）・4.25（土）

4.25（土）

4.3（金）・4.8（水）

4.21（火）

4.16（木）

つまみ細工
服部加世
10：30～12：30
基本技法から現代生活に
アレンジした作品作りを
ご紹介します。
定員／5名
持ち物／木工用ボンド・
手拭き・ハサミ・持ち帰り袋
教材費2,000円（税込）

4.18（土）

4.15（水）

4.10（金） 4.1（水）

ボビンレース
永野勢津子　
10：30～12：30
珍しい手法の優美
で繊細なベルギー
レース。是非、あなた好みのレースをつくりましょう。
定員／3名　教材費550円（税込）

戸塚刺しゅう
都竹喜代香　

10：30～12：30
フランス刺しゅうの基
礎から応用まで指導
します。
定員／2名　
教材費200円（税込）

4.18（土）

4.17（金）

手づくりの
ファッションを楽しむ
富田文子
13：00～15：00
ミシン不要！ストールや帽子、
カバンのアクセントになるオリ
ジナルのクリップを作りましょう。
定員／10名　
教材費550円（税込）

4.13（月）

手編み手芸
田中米子　
13：30～15：30
かわいいおしゃれなテトラ
ポーチを作ります。
定員／3名　
持ち物／筆記用具
教材費700円（税込）

4.23（木）

大垣中日文化センター

大垣中日文化センター　
〒503-0805 大垣市鶴見町上渡瀬641-2  アル・プラザ鶴見2F

平野学園教室
〒503-0883 大垣市清水町65-3  平野学園・ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校内

営業時間 10:00～19:00（土曜15:00まで  日曜休み）TEL.0584-78-3383

登録と受講について
●会員登録手数料500円＋税と受講料を前納いただければ、会員登録できます。
●全ての講座、1回につき50円＋税の維持管理費がかかります。
●会員資格は、各地の中日文化センターに共通です。
●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、キャンセル料が発
生します。
●講座は原則として3カ月分、6カ月分など指定の受講料を前納していただきます。

中日文化センターは、会員登録、受講申し込みの際にご
記入いただいたお客さまの個人情報を、細心の注意を
払って適法かつ適切に管理し、運用します。右記の利用目
的以外には一切使用しません。当センターでは、お預かり
した個人情報の取り扱いを外部に委託することがありま
す。この場合は、個人情報の守秘義務を盛り込んだ取り扱
いに関する契約を締結し、適切な管理を実施させます。

個人情報の取り扱いについて １.利用目的  
○会員登録や各種ご連絡など文化センター運営
○講座の管理運営
○サービスの向上などのため、個人を特定できない形で統計処理したデータの作成と活用
○お役に立つ情報など、中日新聞グループからの各種ご案内

2.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　愛知県名古屋市中区栄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

大垣中日文化センター 検索 www.chunichi-culture.com/ogaki /

電話

H P
☎0584 －47－6333 営業時間10：00～19：00

（土曜18：00まで 日曜休み）

お問い合わせ・お申し込みは、窓口、お電話、ホームページまで
※別途教材費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。

LINEで出来ること！
①講座予約
②天候等による営業状況や休講のお知らせ
③最新情報やお得な情報の取得


