
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

英語でおしゃべり＠Café／英会話講師 杉田由己 
●金曜１０：１０～１１：１０で１回 

●１，485円（税込） ●筆記用具、飲み物 
 

はじめよう!簡単英会話／英会話講師 杉田由己 
●金曜１１：３０～１２：３０で１回 ●１，375（税込） ●筆記用具 
 

ブラッシュアップ英会話／英会話講師 杉田由己 
実力を確実にあげていきたい中級以上の方向けクラスです。 

●金曜１６：００～１７：００で１回 ●１，375円（税込） ●筆記用具 
 

シニアのためのやさしい英会話 
コスモグローバルコミュニケーションズスクール講師 福原伸子 
中学英語の基礎を口頭練習しながら、ベーシックな単語・文型を定着してい

く体験ができます。 

●第１･３水曜１５：００～１６：００で１回 

●2,035円（税込） ●筆記用具 
 

基礎から学ぶ韓国語／韓国語講師･通訳 申 美京 
韓国語を勉強したい。韓国語を話しながら旅行をしたい方は体験にきてく

ださい。文化、旅行のエピソードも交えながら、楽しく勉強できます。 
【初級２】は１年ほど、【初級１】は２年ほどの経験者対象。 

●【初級２】第２・４月曜１８：００～１９：００で１回 

  【初級１】第２･４月曜１９：００～２０：００で１回 

●各１，815円（税込） ●筆記用具 
 

 
気軽に楽しめる手結びきものの着付け 
㈻清水学園 清水とき・きものアカデミア着装正教授 久保留美 
道具を使わない手結びきものの着付け。きものの着方と半幅帯 

の結び方（文庫結び）を体験しましょう。女性限定。 

●木曜１０：３０～１２：３０で１回 ●１，375円（税込） 

●肌襦袢、裾よけ（ワンピース型可）、足袋、タオル２～３枚、 

腰紐（３本）、伊達締め（３本）、長襦袢、きもの、半幅帯 
 

煎茶道 売茶流 
売茶流四代家元 高取友仙窟、補佐 江坂久仙窟 
煎茶のいただき方、お菓子のいただき方を学びます。 

●第１・３月曜１３：３０～１５：３０で１回 

●２，255円（税込） 

●持ち物は特になし 
 

 

 
 

戸塚刺しゅう 
戸塚刺しゅう１級師範 山田経子、北村玲子 
ポケットティッシュカバー（写真はイメージ）に 

実際に刺しゅうしてみましょう。 

●第１・３月曜１０：３０～１２：３０で１回  

●１，815円（税込） ※教材費４５０円程度別途要 

●持ち物はなし ※針と糸が教材にセットになっています。 
 

パッチワーク＆ハワイアンキルト 
寛子キルティングの会 鈴木優子 
マスク入れポーチ（約１５㎝×１５㎝）を作ります。 

●１～３月の第３金曜１３：００～１５：００で１回 

●２，255円（税込） ※教材費７００円別途要 

●針、糸、鉛筆、はさみ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ｇａｔｅｗａｙ世界で使おう英会話／英会話講師 杉田由己 
●金曜１８：３０～２０：００で１回 ●１，375円（税込） ●筆記用具 
 

いまこそ学び直そう!ゆっくり基礎英語 
大学英語講師 安藤洋平 
中学や高校で学んだ基本を思い出し、話す・聞く・書く・読むで多角的に学びます。 
●第２･４土曜１３：３０～１４：３０で１回 
●1,815円（税込） ※コピー代別途要 ●筆記用具 
 

大人の旅行英会話 
コスモグローバルコミュニケーションズスクール講師 福原伸子 
毎期に１回外国人講師と習った内容を実践します。世界中の都市について聞い
たり話したりする体験を行います。 
●第１･３水曜１６：１０～１７：１０で１回 ●1,925円（税込） ●筆記用具 
 

ゼロから学ぶ韓国語・入門 
コスモグローバルコミュニケーションズスクール講師 李 智銀 
●第２・４日曜１２：５０～１４：０５で１回 ●2,035円（税込） ●筆記用具 
 

周先生と話そう中国語･初級／中国語講師 周 暁舟 
●１～３月の土曜１５:１５～１６:３０で１回 

●１，595円（税込） ※コピー代別途 ●筆記用具 
 

 
 

民謡・歌謡舞踊（日本民謡研究会） 
日本民謡研究会師範 宮本豊琴雅ほか 

日本舞踊を基に民謡や歌謡曲に合わせて、扇、 

傘、手ぬぐいなどを用いて踊ります。楽しく体を動かすことを体験できます。 

●火曜１３：００～１５：００で１回 ●１，397円（税込） 

●道具貸し出しあり 
 

ビギナーの茶道教室 裏千家 
裏千家淡交会準教授、裏千家淡交会三河支部 近藤宗美 

おもてなし文化を楽しく気軽に体験してみませんか。 

●１第２・４月曜１８：３０～２０：００で１回 

●２，2５5円（税込） 

●お持ちの方は懐紙、菓子ようじ、ふくさ 

（お持ちでない方は懐紙と菓子ようじは講師用意あり） 

 
 
 

ポジャギ ～韓国のパッチワーク～ 
ポジャギ作家 大辻繭子 
オクサのモビール（写真はイメージ）を作ります。 

生地は当日選択。 

●第３水曜１０：３０～１２：３０ ●2,035円（税込） 

 ※教材費１，２００円程度別途要 

●道具はレンタルあり 
 

手芸アラカルト 
日本手芸普及協会師範 坪井美智子 
作りたいもののキットなどお好きなものをお持ちください。 

制作途中のアドバイスなどをします。 

●第２・４木曜１３：００～１５：００で１回 

●１，815円（税込） ●自分が作りたい作品とその道具 

★１回分の受講料(登録料不要)で、2021年 4～6月に開講している講座を実際に体験できます★ 
※別途教材費が必要な講座があります。 ※電話もしくは窓口で事前にお申し込みください。ホームページからのお申し込みはできません。 

※お申し込みの時点で満席になっている講座は記載があっても体験できない場合があります。その際はキャンセル待ちを承ります。 

※急きょ休講や日程変更する場合もございます。詳細についてはお問い合わせください。 

受付時間 10：00～19：00(水・土曜は 18：00、第 2・4日曜は 15：00まで） ※第 1・3日曜は休み 

【外国語／英語・韓国語・中国語】 〝What’s your new year’s 
resolution in 2021?〟 

新年の抱負「今年こそは…」。思い立ったが吉日、 

いつからでも始めましょう！！気軽にご参加ください。 

【日本の伝統・日本の芸能】 

【服飾】 

【お問い合わせ・お申し込み】 ☎0566-82-2772 



 

 

 
 

日常に役立つ！実用のペン・ボールペン・小筆 
桃花会理事、文部科学省後援(硬筆・毛筆)県審査委員 神谷栄子 
ペンか小筆、希望の道具で美文字に書けるよう楽しくレッスン。 

●第１・３月曜１８：００～２０：００で１回 ●１，815円（税込） 

●【ペン希望】ボールペン、１２マスノート 【小筆希望】小筆、紙、墨 
 

かな書道／書道教室講師 原 和子 
色紙や短冊に好きな歌や句を書いてみましょう。  

●第２・４木曜１０：３０～１２：３０で１回 

●１，815円（税込） ●筆、下敷き（お持ちでない場合は貸し出しあり） 
 

毛筆を楽しむ 
日本教育書道連盟副会長、日本書道美術館副館長 牧 笛甫 
先生のお手本で「守破離」を書いて、半紙作品にしましょう。 

●土曜１０：１０～１２：１０で１回 ●１，375円（税込） ●書道セット、半紙 
 

毛筆入門／岡崎総合書道会 伊藤倫子 
筆を持って、字を書いてみませんか。思った以上に真剣になれる時が過ご

せます。小筆でも太筆でも、書きたい字を書いてみましょう。 

●第１・３水曜１３：００～１５：００で１回 ●１，815円（税込） 

●書道用具で筆（太・細のどちらかでも可）と墨、下敷き 

（持ってない場合は貸し出しあり） 
 

毛筆／教育書道連盟理事、中日書道会会員 村田麗水 
毛筆、小筆による日常の生活に役立つ書に加えて仮名の単体、 

連綿、行書などを勉強します。 

●第２・４金曜１３：００～１５：００で１回 ●１，815円（税込） 

●筆、紙、下敷き、墨 
 

 

 

 

 

はじめての日本画・水墨画（模写の基礎） 
国宝「鳥獣人物戯画」甲巻うつし 
日本美術院所属 鈴木夏江 
日本画か水墨画のいずれか希望の講座内容を体験できます。 

●土曜１３：００～１５：００で１回 

●１，375円（税込） ※教材費５００円程度別途要 

●【日本画希望】スケッチブック（百均のもので可）もしくは画用紙、 

鉛筆（HB～２Ｂ程度）、消しゴム、日本画用の絵の具（あれば持参、ない場

合は色がそろってないが講師のもので貸し出しあり） 

●【水墨画・模写】講師から貸し出しあり 
 

絵画入門（クロッキー・水彩・油絵）／春陽会会員 乃村豊和 
自宅制作品（デッサン、油彩、水彩など）を批評、アドバイス、実習します。絵

画制作の基本的講義と質疑応答も行います。 

●火曜１８：００～２０：００で講師滞在時に１回 

●１，375円（税込） 

●クロッキー、デッサンBOOK（鉛筆・油彩・パステル）、キャンバスなど自由 
 

洋画（デッサン・水彩・油絵）／洋画家 青山誠一 
初心者から経験者まで対象に物の見方、形のつかみ方から入り、石膏、静

物、花などのデッサンを学び、水彩、油彩画へと段階的にわかりやすく指導。 

●第２・３・４木曜１８：００～２０：００で１回 

  ※第１木曜日はモデルの日のため体験、見学はできません。 

●１，375円（税込） ●スケッチブック、鉛筆（B・３B）、消しゴム 
 

 
 

艶やかベリーダンス 
YaSalam Belly Dance Studio所属 ＡＩ 
ベリーダンス、オリエンタルダンスは世界最古のダンスです。 

体に無理なく、ご自身のペースで踊れます。アラブの音楽を 

体で表現してみましょう。女性限定。 

●木曜１８：４０～１９：４０で１回 ●１，947円（税込） 

●動きやすい服装、水分補給ができる飲み物、靴下、タオル 
 

ミセスのスロージャズダンス 
三代真史ジャズ舞踊団 平井和宏 
基本のステップ、振り付けから指導。基本スロー 

な曲をベースにアップテンポまで様々なリズム 

で楽しく踊り、心もカラダもリフレッシュ。 

女性限定。 

●第１・３金曜１０：３０～１２：００で１回 ●１，947円（税込） 

●運動のできる服装、室内シューズ、水分補給のできる飲み物、タオル 

 

 

 

 

 

 

日曜書道／東海書道芸術院院人 小川若紫 
「日本の文字を美しく」をモットーに日常の手紙文から仮名、 

漢字の基本、そして創作まで個々に適した指導を行っています。 

●第 2・4日曜１0：10～１2：10で１回 ●１，815円（税込） 

●筆、紙、下敷き、墨 
 

習字・書道・書の先へ おもしろい「SHO」の教室 
もぢあーちすと TOHKAI 
好きな俳句で作品造りをしましょう。ご自宅に飾ったり、友達に送ったりし

よう。高校生以上対象。 

●火曜１８：００～２０：００で１回 ●１，375円（税込） 

●道具の貸し出しあり 
 

篆刻(てんこく)入門 
全日本篆刻連盟評議員 高島濤翠 
石などを素材に印刀と呼ばれる刃物で字を彫り、 

オリジナルの印を作る篆刻を体験してみませんか？ 

全２回で氏名印・雅号印・游印のいずれかで自分の 

好きな印を１つ彫ります。高校生以上対象。 

●第１・３火曜１５：３０～１７：３０で 

連続する２回でお申し込みください。 

●２回分 4,070円（税込） 

※教材費２，０００円程度別途要 

●折りたたみ式の鏡（１辺が１０㎝くらい）、 

細筆２本、古い歯ブラシ１本、古いタオル 

（ミニでも可)１枚、お持ちであれば習字 

道具一式。お持ちでなければ講師貸し出しあり） 

 
 

 

 
 

洋画入門（火）／春陽会会友 村山麻智絵 
水彩で静物などを描きましょう。また入会される場合は、どのような画材を

使って作品を描いてみたいかを一緒に話して考えさせてください。 

●第１・３火曜１３：００～１５：００で１回 ●１，815円（税込） 

●スケッチブック、鉛筆、消しゴム、絵の具（学校用のもので可）、筆、 

古いタオルもしくはハンカチなどお持ちであれば持参。 

※お持ちでない場合は貸し出しあり 
 

楽しい似顔絵入門／似顔絵講師 北 利子 
有名人や時の人を描きながらポイントやコツを楽しく学ぶ 

講座です。実際に似顔絵を描いてみましょう。 

●第２・４金曜１３：００～１５：００で１回 

●１，815円（税込） 

●筆記用具（やわらかめの鉛筆、消しゴム） 
 

きりえ入門 
日本きりえ協会会員 

佐野和俊 
講師の準備した色紙サイズの 

下絵（数点から)を選び、 

１作品を完成させましょう。 

●第２月曜１０：３０～１２：３０で１回               ↑作品イメージ 

●１，815円（税込） ※教材費５００円程度別途要 

●ホッチキス、ハサミ、筆記用具、必要な方は老眼鏡 ※他道具は貸出あり 
 
 

やさしいクラシックバレエ 
アートバレエ 鈴木史香 
バレエ初心者でも安心！すてきなクラシック音楽と 

一緒に楽しく踊りましょう。中学生以上の女性対象。 

●月曜１８：３０～２０：００で１回 ●１，397円（税込） 

●動きやすい服装、飲み物、タオル 

※バレエシューズ貸し出しあり（要事前予約） 
 

サルサダンス中級 
ラテン・インストラクターＮＡＮＡＥ 
陽気なラテンの音楽に乗り、ラテンダンス・サルサダンスを 

踊りましょう。ストレス発散！身体も軽くなります。 

※中級クラスのため、一度でもサルサダンスを踊った 

ことのある経験者で女性対象となります。 

●第２・４月曜１３：００～１４：３０で１回 ●１，947円（税込） 

●運動のできる服装、水分補給のできる飲み物、 

ダンスシューズ、ヨガマットかバスタオル 

【書道】 ※硯と文鎮は貸し出しあり 

【美術】 

【ダンス】 



 

 

 

 

 

 
 

ピアノ伴奏でうたう ポピュラーソング 
名古屋演奏家ソサエティー副代表、声楽家 出田光代 
懐かしい曲から新しい曲を声を合わせて歌って、 

心も体もリフレッシュ‼ 

●第２・４月曜１３：３０～１５：００で１回 

●１，837円（税込） ※コピー代別途要 

●筆記用具、フェイスシールド（講師より販売あり１つ２５０円、事前注文必

要） ※マスク着用でのご参加も可 

 

童謡・唱歌を歌おう／名古屋二期会準会員 太田志麻 
懐かしい唄から最近の話題曲まで、健康に繋がる呼吸法や軽いストレッチ

で身体を整え、表情筋を使いながらピアノ伴奏に合わせて歌います。 

●第１・３水曜１０：３０～１２：００で１回 

●１，837円（税込） ※教材費５０円程度別途要 

●筆記用具、飲み物、フェイスシールド（お持ちでない方は、 

講師より簡易フェイスシールドの配布もあり、要事前予約） 
 

夢うたカラオケ／葵司朗歌謡アカデミー講師 小林利枝子 
声を出すことは健康に良いです。演歌・ポップスいろいろな新曲で 

楽しい講座を、ぜひ一度ご体験ください。 

●第１・３水曜１３：００～１４：４０で１回 

●１，837円（税込） ●筆記用具 
 

声出し息出し腹式呼吸で歌声教室 
ソプラノ歌手 長嶋莉陽子、ピアニスト 吉井あかね 

コロナ禍でマスクが欠かせなくなった今、口を動かして大き 

な声を出さなくなっていませんか？マスクをしていても聞 

き取りやすい発声や、声や息を正しく出す体操や歌を歌っ 

て心から元気になりましょう。 

●第１・３木曜１０：３０～１２：００で１回 

●２，497円（税込） ※教材費５０～１００円程度別途要 

●筆記用具、飲み物 
 

シンガサイズ®de脳トレ 
歌唱療法士、ボイストレーナー、ＭＣＩ専門士 シンガサイズプラス笹 順惠 

大きな声で歌いながらゲーム感覚で脳トレを行います。 

ボイストレーニングも基礎から学べるので、ボイトレ、脳トレ、 

運動と良いところ取りの楽しい歌唱療法シンガサイズ®です。 

●第２水曜１０：３０～１２：００で１回 

●２，2７7円（税込） ※教材費５００円程度別途要 

●筆記用具、飲み物 ※体験時は道具貸し出しあり 
 

はじめての複音ハーモニカ 
日本芸術協会公認指導者師範 松山俊江 

まったく初めての方から力量に合わせて、わかりやすく 

指導していきます。楽譜が読めなくても大丈夫です。 

●第１・３金曜１３：００～１４：４５で１回 

●１，837円（税込） 

●ご自分の複音ハーモニカ（お持ちでない場合はご見学となります） 
 

アコースティックギターを弾こう／ギタリスト 磯村幸平 

クラシックにこだわらずポピュラー、演歌、映画音楽など、 

各自の技量に配慮しながら進めていきます。 

●第２・４金曜①１７：００～１８：３０②１８：３０～２０：００で１回 

●各１，837円（税込）  

※ギターレンタル希望の場合は５００円別途要 

●お持ちの方はギター、筆記用具 
 

 

 

 
 

中高年のための写真 
中日写真協会理事審査員 金山伊四治 
デジタルカメラによる写真の撮影方法を紹介。 

自作の写真があればお持ちください（L版、２L版）。 

●第 2・4火曜 13：00～15：00で 1回 

●１，815円（税込） 

●筆記用具、デジタルカメラ、自作の写真があれば持参 
 

超初心者の写真教室／写真家 稲垣智仁 
取扱説明書が分からない方でも大丈夫。実践を交えて復習しながら進むの

で、初心者の方も安心してご受講いただけます。 

●第３木曜１０：３０～１２：３０で１回 ※移動教室日を除く 

●2,035円（税込） 

●カメラ(デジタル、フィルムどちらでも可)、カメラの説明書、あれば自分

で撮った写真数枚、筆記用具 

 

 

 

 

 

知多四国花遍路／元・環境省自然公園指導員 辻 伸夫 
知多半島の八十八か所霊場の遍路道を、花を見たり、 

古い町並みを歩いて楽しみます。８～１０㎞程度の 

健康ウォーキングです。※現地セミナー 

●第２月曜１０：００～１５：００で１回 

●2,035円（税込） ※交通費別途要 

●昼食、飲み物、雨具、ビニール敷物、ウォーキングの 

 できる服装と靴、健康保険証(コピーでも可） 
 

リフレッシュ３Ｂ体操 
（公社）日本３B体操協会公認指導士 三明佳子、坂東きく与 
「ボール」「ベル」「ベルタ―」を頭文字に「B」の 
つく「３」つの手具を使いながら、音楽にあわせ、 

楽しく体づくりをします。楽しい体操です！ 
体験してみてください。ご参加をお待ちしてい 
ます。女性限定。 

●月曜１０：３０～１２：００で１回 
●１，375円（税込） 
●運動のできる服装、室内シューズ、飲み物、タオル ※体験は手具の貸出あり 
 

ボクシング・ライトトレーニング 
真善美綜合空手道協会秀武館矢形道場 矢形章憲 
ボクシングジム風に体力や年齢に合わせて簡単で優しい 

トレーニングをします。縄跳びやストレッチ、最後はミットを 

叩いてストレス発散！ 

●第１・３土曜１３：３０～１４：３０で１回 

●１，815円（税込） ●運動のできる服装、室内シューズ、飲み物 
 

いきいき健康ヨガ／東山ヨガ道場講師 石川美沙緒 
強弱の動きで、現在の体力保持をめざしましょう。女性限定。 

●1～３月の火曜１０：３０～１２：００で１回 

●１，２５０円＋税 ●動きやすい服装、飲料水、ヨガマット 
 

笑って元気に！楽しい健康教室 
Dr.Kataria School of Laughter ｙoga認定 太田久美子 
笑い体操、ヨガの深呼吸などで楽しく免疫力ＵＰで 
元気になりましょう。 

●1～３月の第２・４木曜１３：３０～１５：００で１回 
●１，705円（税込） 
●動きやすい服装、水分補給の飲み物 
 

バレエエクササイズ／Dance with Fairy 伊藤瑞穂 
クラシックバレエの基礎を身に付けて、キレイな姿勢や引き締まったプロポ
ーションを目指しますします。女性限定。 
●第２・４土曜１３：３０～１５：００で１回 ●1,837円（税込） 

●動きやすい服装、飲み物、お持ちの方はバレエシューズ（ない方は靴下） 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ヨーロピアンフラワーアレンジ 
日本フラワーデザイナー協会講師 松原尚美 
初心者の趣味の花飾りから資格取得まで目的に 
合わせて指導します。 
●第４木曜１８：００～２０：００で１回 
●１，８５０円＋税 
※教材費３，０００円程度別途要 

●万能はさみ（ワイヤー、リボン等切れるもの）、作品を持ち帰るための袋 
 

 

仕事帰りのガーデニング教室 
日本ハンギングバスケット協会マスター 松原尚美 
お洒落でかわいい季節の寄せ植えやハンギングバス 
ケットを指導します。 
●第４木曜１８：００～２０：００で１回 
●１，８５０円＋税 
※教材費３，０００円程度別途要 

●万能はさみ（ワイヤーが切れるもの）、移植ゴテ、バケツ（家庭用の普通の
もので可）、スーパーなどの手さげビニール袋１枚、小さいビニール袋１枚、
ビニールシート（机に敷くことができるもの）、作品を持ち帰るための袋 

 

 

フラワーアレンジメント 
AFA Flower Design School主宰 舟橋久子 
日常的で身近なフラワーアレンジメントを取り上げます。 
●第３土曜１０：３０～１２：３０で１回 
●１，８５０円＋税 
※教材費３，０００～３，５００円程度別途要 

●花ハサミ 
 

 

 

【音楽～歌う・奏でる～】 

【写真】 

【健康～ウォーキング・ヨガ～】 

【フラワー・園芸】 



 

 

 

 

 
 

はじめてのパントマイム 
ラストラーダカンパニー所属 クラウンＬＯＮＴＯほか 
定番の壁や綱引き、ロボットなどマイムのテクニックの 

基本から学びます。高校生以下も参加できます。 

●月１回金曜１８：３０～２０：００で１回 

●２，２５５円（税込） 

●動きやすい服装、底の薄いシューズ（裸足、靴下でも可） 

 
仏像彫刻入門／仏像彫刻一仏会主宰 黒田奉忠 
木で仏手を彫ります。 

●第２・４火曜１３：３０～１５：３０で１回 

●１，８１５円（税込） ※教材費２００円別途要 

●エプロン、鉛筆（刃物は講師用意あり） 
 

シャドウボックス 
ラ・ラ・ブーケ認定講師 浅野晴美 
シャドウボックスで「キッチンマグネット」を 

１つ作りましょう。 

絵柄は①イチゴ、②バラ、③テディベアの中から１つ選択。 

●第２・４水曜１３：００～１５：００で１回 

●１，５９５円（税込） ※教材費７００円別途要 

●ティッシュ 
 

木の実で楽しむトロッケンクランツ 
トロッケンクランツ認定講師 御園直子 
クルミのかわいいオーナメントを作ります。 

●第１土曜１３：３０～１５：３０で１回 

●2,０３５円（税込） 

※教材費２，０００～３，０００円程度別途要 

●ラジオペンチ、木工用速乾ボンド 
 

 

手作りアート盆栽と染めの花 
創作リボン盆栽専任教授、はなのわアートフラワー 青木元子 
アートフラワーは花弁を染めて電気ゴテを当てて、 
形にして、ひと花、ひと花を枝につけて、花房を 
完成させましょう。葉は型で切ってスジゴテを当てて、 
ひと枝に組みます。最後に花と葉を組み合わせて、 
樹形を作ります。小鉢に入れて苔をのせ 
「小さなライラックの鉢」を完成させましょう。 
●第２・４木曜１3：00～15：00 
●１，８１５円（税込） 
※教材費１，０００円程度別途要 

●はさみ 
※講師からボンド、ワイヤー、ピンセット、ハサミ貸し出しあり） 

 

 

はじめてのアロマテラピー アロマは私の薬箱 
（公社）アロマ環境協会認定アロマセラピスト 本田ミカ 
アロマの使い方や特徴を説明し、毎回クラフトづくりを 

行います。参加回のカリキュラムを体験できます。 

●第４水曜１３：３０～１５：００で１回 

●2,０３５円（税込） 

 ※教材費１，０００円程度別途要 

●筆記用具 
 

つまみ細工／つまみ細工作家 佐々木博美 
「つまみ細工」の技法で花のクリップを作ります。 

色は①紫、②赤、③黄色から選択。 

●第２日曜１０：３０～１２：３０で１回 

●２，２５５円（税込） 

※教材費１，２００円程度別途要 

●道具は貸し出しあり 
 

大人のビーズアクセサリー 
楽習フォーラム 本部専任講師 山根依栄 
小花のような可愛いピコットと、存在感の 

ある素敵なチェコビーズを通すシンプル 

なネックレスです。落ち着いた色合いで、 

カジュアルにも、ちょっとしたお出掛けに 

も身につけられるデザインです。色は 

①ブラック、②ターコイズブルーから選択。 

●第４水曜１０：３０～１２：３０で１回 

●２，２５５円（税込） 

※教材費１，７００円別途要（ビーズ針・ビーズ糸・ビーズストッパー含む） 

 

 

 

 

 
 

キッズプログラミング 
デジコロボプラスインストラクター 奥田拓海 
スクラッチを使ってプログラミングに挑戦！ 

ゲームを作って楽しく勉強しましょう。小学生対象。 

●第２・４水曜１７：００～１８：００で１回 

●３，３５５円（税込）※教材費込み ●筆記用具 
 

こどものびのび絵画教室／南風会所属 日沖知重 
当日の課題を一緒にできる範囲で体験できます。年中～中学生対象。 

●第２・４土曜１０：３０～１２：３０で１回 

●１，３７５円（税込） ●鉛筆（４B～６B程度）、クレヨン、水彩絵の具 
 

キッズのアトリエ・のびのび絵画教室 
丸山造形絵画教室主宰 丸山章子 
当日の内容をそのまま体験できます。年中～大学生対象。 

●木曜１６：００～１７：５０で１回 

●１，２６５円（税込） 
 

こども書道・書き方教室／中日書道会評議員 足立麗華 
正しい文字を書けるよう硬筆を指導します。年長～小学２年対象。 

●第１・３水曜１５：３０～１６：２０で１回 

●１，４８５円（税込） ※教材費１００円別途要 

●8～１０マスノート、2Ｂ～4Ｂ鉛筆（かきかた鉛筆）、消しゴム、下敷き 
 

こどもバレエ（火）／アートバレエ 渥美響子 
３歳から小学高学年の女子・男子を対象に、 

年齢・レベルに応じてやさしく丁寧に指導します。 

●火曜１７：２０～１８：２０で１回 

●１，１７７円（税込） ●動ける服装 
 

こどもバレエ（木）（土）／Dance with Fairy 伊藤瑞穂 
美しい姿勢や柔軟性、集中力を養います。小さな子はスキップなどから楽し

く始められます。３歳以上対象。 

●木曜①16:15～17:15、②１７：15～１８：15いずれか１回 

土曜①15:30～16:30、②１６：３０～１７：３０いずれか１回 

●各１，１７７円（税込） ●お持ちの方はバレエシューズ、動きやすい服装、靴下 
 

HIP HOP／DCO DANCE STUDIO代表 MASA ほか 
ダンス初めての方もストレッチ、リズム、ステップ 

などの基本からしっかり行いますので、お気軽に 

ご参加ください。 

●【幼児～小学】金曜１７：００～１８：００で１回 

●１，１７７円（税込） 

●【幼児】第１・３金曜１８：００～１８：５０で１回 

●１，５０７円（税込） 

●【小学４年～大学】 

第１・３金曜１９:００～２０:００で１回 

●１，６１７円（税込） 

●いずれも運動のできる服装、室内シューズ、飲料水、タオル 
 

チアドラゴンズダンスレッスン 
ドラゴンズファンのキッズ集合！ 

元チアドラゴンズの講師が、チアダンスの 

基本から楽しくレッスンを進め、独特の 

チアダンスを楽しく指導します。女児限定。 

※現在満席クラスもあるため、 

キャンセル待ちになる可能性もあります。 

【水曜クラス】 

チアドラゴンズ 2013～2017メンバー 藤井里奈 
●【年長～小学３年】水曜１６：４０～１７：３０で１回 

●【小学４～６年】水曜１７：４０～１８：３０で１回 

●各１，１７７円（税込） 

●運動のできる服装、室内シューズ、タオル、飲料水 
 

【土曜クラス】 

チアドラゴンズ 2014～2017メンバー 藤倉麻衣 
●【年長～小学３年】土曜１７：４５～１８：３５で１回 

●【小学４～６年】土曜１８：４５～１９：３５で１回 

●各１，１７７円（税込） 

 

●【中学生以上】土曜 19：４５～20：４５で１回 

●１，８３７円（税込） 

●いずれも運動のできる服装、室内シューズ、タオル、飲料水  

【趣味～生活・レジャー・クラフト～】  【こども】 


