
日本の伝統・服飾

歴史・外国語・創作

音楽

健康

ダンス

健康に不安を持ち始めるシニア世代を対象に、
無理のないポーズを中心にしたヨガ技法を指導
します。

中高年のヨガ
松下ヨガ学院講師

岡本淳子
月曜10：00～12：00
16,500円（税込・3ヵ月分）

ゆったりとした動きと正しい呼吸で心身を癒やし
ましょう。年齢に関係なく、どなたでも気軽に楽し
めます。

やさしいフレッシュヨガ
松下ヨガ学院講師

岡田素直
月曜12：30～14：00
16,500円（税込・3ヵ月分）

軽快な音楽に合わせて手足を動かし、楽しく弾
みます。肩こり・腰痛の予防、産後のカラダケア
のほか、転倒しない筋力づくりにも効果的です。

バランスボールdeエクササイズ
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

yukiko
第2･4火曜
10：15～11：30
12,210円（税込・3ヵ月分） 全身の筋力と柔軟性をバラン

スよく整え、インナーマッスルに
もフォーカス。すらりとした美し
いボディーラインをめざします。

ピラティス・ヨガプラス
Poco Fitness Labo主宰
小室演子
第1･3火曜19：00～20：00
9,570円（税込・3ヵ月分）

軽いストレッチから始め、リズム感を養いながら、
柔軟な身体と美しい姿勢を作ります。

はじめてのやさしいバレエ
須山仁美クラシックバレエ講師

佐藤奈緒
第2･4火曜
19：00～20：00
9,702円
（税込・3ヵ月分）

家庭でも簡単に続けられる運動を取り入れなが
ら、足腰の筋力を中心につけていきます。

50歳からの筋力UP体操
上級介護予防運動スペシャリスト

平松英子
第1･3木曜
13：00～14：15
10,230円
（税込・3ヵ月分） 介護やスポーツの現場で注目されている身体操

法。「立ち上がらせる」「座らせる」などの介護動
作を習得し、自身の日常生活にも役立てましょう。

古武術に学ぶ身体操法
カラダラボ代表

山口 潤
第4木曜
13：30～15：00
7,425円（税込・3ヵ月分）

ボール、ベル、ベルターという3つの道具を使い、
リズムに乗って運動します。体中の機能を使う
ので、全身のバランスを整えることができます。

3B体操
（公社）日本3B体操協会
公認指導士

後藤田彰子
金曜10：15～11：45
16,764円（税込・3ヵ月分）

太極拳は意識・動作・呼吸の三者を結合した健
康法で、年齢を問わずどなたでも気軽に始める
ことができます。

太極拳
日本武術太極拳連盟公認指導員

川俣美陽子、正村由利
金曜【入門コース】15：30～17：00
　　【入門修了者】13：30～15：00
各16,500円（税込・3ヵ月分）

初心者から経験者まで各レベルに合わせた個人
指導です。3ヵ月ごとにハーフ実践レッスンも行い
ます。※会場：犬山カンツリー倶楽部練習場

磯村プロの
ゴルフ教室
プロゴルファー 磯村 禎
金曜A13：00～14：30、B15：00～16：30
土曜A13：00～14：30、B15：00～16：30
各31,350円（税込・3ヵ月分）※ハーフラウンド料込み

呼吸法やストレッチで姿勢を整え、体全体で歌え
るよう指導。歌い継ぎたい名曲や懐かしいフォー
クソングなど、ジャンルを問わず挑戦します。

みんなキラキラ☆こころの歌
名古屋二期会

太田志麻
第1･3火曜
15：00～16：30
9,702円（税込・3ヵ月分）

学校や家庭で歌い継がれてきた懐かしい唱歌
や童謡などを、一緒に楽しく歌いませんか。

日本の歌・
心の歌をうたう
声楽家 永井秀司
第2･4金曜
10：30～12：00
9,702円（税込・3ヵ月分）

歌いやすい曲、聞いたことのあ
る曲など、年齢性別を問わず、
みんなで楽しく歌いましょう。

歌おう♪Happyゴスペル☆
ゴスペル指導者

若林めぐみ
第1･3金曜18：30～20：00
10,362円（税込・3ヵ月分）

ハワイアンのやさしい調べに乗って一緒に踊っ
てみませんか？運動不足の解消にも最適です。

ハワイアンフラ
U'i Hula studio主宰
ウイラニ桜井
第2･4月曜
15：20～16：20
9,702円
（税込・3ヵ月分） ハワイ伝統のフラを基本ステップから分かりやす

く指導。エレガントなフラを目標に、楽しさと笑顔
いっぱいのレッスンをしましょう。

ALOHA～スマイルフラ
Meahula Mu:z（メアフラ ミューズ）主宰
MEGU
第2･4火曜
12：20～13：30
10,362円（税込・3ヵ月分）

声の出る仕組みについて学びながら、無理なく
明るく歌えるようレッスンします。呼吸法の効果
もあり、健康維持にも最適です。

土曜日のコーラス
名古屋二期会

奥野靖子
第1･3土曜
13：00～14：30
11,022円（税込・3ヵ月分）

日野美歌とのデュエットによる「男と女のラブ
ゲーム」の葵司朗が直接指導。新曲を中心に、
演歌から歌謡曲まで楽しくレッスンします。

ちょっと一息！
午後の夢うたカラオケ
葵司朗歌謡アカデミー代表 葵 司朗
第2・4木曜14：00～16：00
12,012円（税込・3ヵ月分）

持ち方、息の出し方など初歩からレッスン。吹く
楽しさを味わい、ソロからアンサンブルまで演奏
できるよう指導します。

オカリナ
ライリッシュオカリナ連盟認定講師

横井奈穂美
第1･3火曜13：30～15：00
第1･3土曜13：30～15：00
各9,702円（税込・3ヵ月分）

心地よいハワイアンミュージックに合わせて踊れ
ば、心も体もリフレッシュ。週に一度体を動かして
心身ともに健康的に過ごしませんか。

心も踊る♪エンジョイ・フラダンス
フイ フラ オ レイアロハ講師
酒井有貴
水曜10：30～12：00
16,764円
（税込・3ヵ月分）

ハワイのゆったりした美しい曲に合わせて体を動
かし、心身ともに癒やしましょう。基本のステップ、
手の動きなどをゆっくり丁寧に指導します。

フラダンス
フイ フラ オ レイアロハ講師
東郷由美
第1･3木曜15：30～17：00
9,702円（税込・3ヵ月分）

初心者でも扱いやすい小型の竪琴を使って幅
広い楽曲を演奏するので、老若男女問わず竪
琴の世界を楽しむことができます。

癒やしの竪琴（ライアー）入門
ライリッシュ・竪琴連盟認定講師

横井奈穂美
第1・3火曜
15：45～17：15
12,012円（税込・3ヵ月分） ウクレレは持ち運び簡単！おうち時間の練習にも

ピッタリです。女性講師が教えるレッスンは、女
性の気持ちをしっかり受け止め基礎から丁寧に
進めます。

noriのウクレレレッスン入門
アロハカルチャースタジオウクレレ講師

nori
第1・3水曜10：30～12：00
11,022円（税込・3ヵ月分）

情感豊かに表現できる独特の音色は、幅広い
世代の方に楽しんでいただけます。

大正琴入門－琴城流
琴城流師範本部講師

鈴木琴宝悦
第1･3木曜
10：00～12：00
10,362円
（税込・3ヵ月分）

足でリズムを踏みながら笑顔を保ち、手はその歌
の内容を表して踊ります。歌詞の内容をよく理
解し、手の動きと基本のステップを中心に指導
します。

心うきうきフラダンス
フイ フラ オ レイアロハ講師
天白晶子
第2･4土曜10：30～12：00
9,702円（税込・3ヵ月分）

全身を使ったエクササイズで体のバランスをと
り、脳を活性化させるダンス。ジャンルを問わず、
楽しく踊れるよう指導します。実年齢よりマイナ
ス15歳を目指しましょう。

大人のダンス
スタジオフィネス主宰

高木那帆
第2・4火曜14：00～15：15
11,022円（税込・3ヵ月分）

流行の曲から童謡、クラシックまで幅広いジャン
ルの曲を楽しみながら演奏できるようになります。

琴生流・大正琴入門
琴生流指導師範

長谷川律代
第1･3木曜
15：30～17：00
10,362円
（税込・3ヵ月分）

ポピュラーな曲を中心に、基礎から指導します。
ギターの心地よい音色に触れてみませんか。

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2･4金曜
10：00～11：30
10,362円
（税込・3ヵ月分）

ハーモニカの基本練習から各種演奏法を、心に
残るメロディーを奏でながら楽しく学びましょう。

複音ハーモニカ入門
日本ハーモニカ芸術協会準師範

津田貴三子
第1・3土曜
10：00～12：00
9,702円
（税込・3ヵ月分）

ストリートダンスの中でも最もポピュラーな基本
スタイルを、ヒップホップやR&Bなどのダンス
ミュージックに合わせてパフォーマンスします。小
5以上対象。

NYスタイルヒップホップ
ヤマカジメンバー

AGATCHI
水曜19：00～20：00
16,764円（税込・3ヵ月分）

肩、腰、お腹などを動かしな
がら踊ります。女性らしい身
のこなしやシェイプアップに
も役立ちます。

ベリーダンス
エルメスダンスカンパニー
講師 ASAMI
土曜12：30～13：30
18,084円（税込・3ヵ月分）

尾張、美濃地方にある古城を取り上げ、資料や
書物を検証するとともに、現地を訪れます。

武将と城の歴史探訪
中日古城研究会会員

宮崎諭志ほか
【座　　学】第2月曜13：00～15：00
【現地学習】第4金曜13：00～15：00
15,180円（税込・6ヵ月分）

海外旅行をしたとき「もう少し話せたら、もっと楽し
いのに」と思った人は多いでしょう。その人の年齢
にふさわしい会話表現をレッスンしていきます。

シニアのゆっくり英会話
英会話講師

大坪聖子
水曜12：50～13：50
12,540円（税込・3ヵ月分）

ゆっくりとしたスピードでリスニングをするので、ど
なたでも会話を聞き取ることができます。日常生
活で使う基本的な表現を学びます。

聞けない！話せない！
大人のための英会話
英会話講師 大坪聖子
水曜14：00～15：00
12,540円（税込・3ヵ月分）

ハングルを学んだことがある方対象のクラス。旅
先で役立つ会話や日常会話まで分かりやすく指
導。韓国語の基礎を身につけましょう。

韓国語入門
韓国語講師

李 虎宰
水曜18：20～19：20
13,860円（税込・3ヵ月分）

俳句の基礎知識を学びながら、実作の手ほどき
をします。あわせて短い文章作りも指導します。

俳句とエッセイ入門
俳人協会名誉顧問

加藤耕子監修
第2･4金曜
13：00～15：00
9,570円（税込・3ヵ月分）

楽しい各地の民謡踊りで、島田豊年振り付けの
日本民踊研究会創作踊りを指導します。

日本民踊
日本民踊研究会 加藤豊香玉
水曜13：00～15：00
16,764円（税込・3ヵ月分）

池坊の立花、生花・自由花をわかりやすく指導。
一定の段階を修了すれば、免状が取得できます。

池坊
池坊総華督 木野峯子
第1･3月曜10：00～11：15
15,510円～（税込・3ヵ月分）

古来からの手結びを現代的に生かした着付け、帯結びの基礎を指導します。
器具を用いることなく気軽に楽しめるのが特徴です。

手結びきものの着付け
（学）清水学園 清水とき・きものアカデミア着装正教授 下村勝子
第2･4月曜18：00～20：00　9,570円（税込・3ヵ月分）
（学）清水学園 清水とき・きものアカデミア着装正教授 舟橋千代子
木曜10：00～12：00　17,820円（税込・3ヵ月分） チアダンス特有のアームモーションの習得、チア

の振り付けをレッスンします。バンテリンドームナゴ
ヤでの公式戦への出演も！中学生以上対象。

チアドラゴンズダンスレッスン
ガールズクラス
チアドラゴンズ元メンバー

MIKI
土曜14：00～15：00
18,084円（税込・3ヵ月分）

レッスンについていけるか不安…まずはおためし体験から始めてみませんか？
ご参加特典／体験した講座にご入会の場合、1,000ポイントプレゼント！（5月末日までの入会に有効）ご参加特典／体験した講座にご入会の場合、1,000ポイントプレゼント！（5月末日までの入会に有効）
●開講中の講座内で体験していただきます。 ●別途教材費が必要な講座もございます。 ●事前申込が必要です。

やさしいフレッシュヨガ
松下ヨガ学院講師

バランスボールdeエクササイズ
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

常設講座のご案内 満席の講座、途中入会ができない講座がございます。ご了承ください。好評開講中！
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※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。

4月1ヵ月 おためし体験
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