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※いずれも教材費込み会場：犬山クッキングスクール（当センターより徒歩2分）料理 犬山クッキングスクール主宰　奥村里美

※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。

毛筆、かな、ペンのいずれも指導します。

総合書道
東海書道芸術院副理事長

山本晴城
月曜13：00～15：00
東海書道芸術院常任理事

井口清華
水曜18：00～20：00
各15,180円
（税込・3ヵ月分）

実用的な手紙やはがきの例文を使い、美しい文
字が書けるよう指導します。希望者には毛筆の
指導も。

楽しく学ぶ小筆・ペン
中部日本書道会顧問

松浦華苑
第2･4月曜
18：00～20：00
9,570円
（税込・3ヵ月分）

漢字、かな、硬筆を、各自のレベルに合わせて手
本を選び、臨書します。ご希望の文字も学ぶこと
ができます。

毛筆（漢字）
白帝書道会副理事長

伊藤翠香
火曜
10：00～12：00
15,180円
（税込・3ヵ月分）

楽しく古筆に触れ、書道に親しみを持つように
指導します。現代の書道にも知識を広め、明るく
素直に書いてみましょう。

古筆から現代書道
中部日本書道会顧問

松浦華苑
水曜
10：00～12：00
15,180円
（税込・3ヵ月分）

かなに関する知識を伝えるとともに、美しい文字
が書けるよう指導します。

毛筆（かな）
中部日本書道会評議員

赤堀正風
金曜
13：00～15：00 
15,180円
（税込・3ヵ月分）

書の基本から応用まで丁寧に指導。実用的な
ペン字（ボールペン）、筆ペン字も受講可能で
す。希望者には資格取得のチャンスもあります。

書道入門 毛筆とペン
牧書会常任理事

伊藤芳華
第2・4金曜
15：30～17：00
9,570円
（税込・3ヵ月分）

お持ちの筆記具で実用的な文字を美しく書ける
よう指導。まずは自分の名前から始めます。資格
取得にも挑戦できます。

くせ字を直す！美文字レッスン
桃花会理事

吉永京子
第2･4土曜
10：30～12：00
9,570円
（税込・3ヵ月分）

あなたの感性をパステルの美しい色彩の中に
表現してみませんか。静物画を中心に、基礎
デッサンから指導します。

パステル画
二紀会同人

山口恭市
第1･3月曜
10：00～12：00
10,230円
（税込・3ヵ月分）

ボールペン1本でペンタッチの強弱や塗り重ねで
濃淡を出し、立体感、リアル感を表現できます。

はじめてのボールペン画
日本ボールペン画協会会長

日置英治
第4月曜
10：15～12：15
6,765円
（税込・3ヵ月分）

筆ペンで「絵のように文字
を描く」「気持ちや思いを描
く」クラスです。文字や絵の
描き方の基本から丁寧にお
教えします。

誰でも描ける楽しい己書
（社）日本己書道場公認道場師範

田中由佳
第3月曜15：30～17：00
6,105円（税込・3ヵ月分）

基本となる鉛筆デッサンから指導します。描きた
いテーマを探し出し、個性を生かした表現法を発
見しましょう。

水彩画
新象作家協会会員

黒瀬道則
第1･3月曜
13：30～15：30
10,230円
（税込・3ヵ月分） 透明水彩絵の具での表現を中心に、基礎から

応用まで分かりやすく指導します。また四季折々
の可憐な草花や、美しい風景のスケッチも学び
ます。

基礎から学ぶ水彩画・スケッチ
示現会会員 中村美智代
第2･4火曜
13：00～15：00
10,890円
（税込・3ヵ月分）

明治村で四季折々の風景を描きます。お好きな
画材で受講可能。はじめての方には、鉛筆デッ
サンの基礎から指導します。

風景スケッチを楽しむ
一水会委員

相馬順子
第1･3火曜
10：00～12：00
10,230円
（税込・3ヵ月分） 筆の持ち方や線の引き方などの基本的な技法

を身につけ、四季折々の花や身近な静物を描い
ていきます。墨の濃淡と色彩を使って楽しく表現
します。

水墨・彩墨画入門
日本水墨画会

岡田美苑
木曜
10：00～12：00
16,500円（税込・3ヵ月分）

「絵心がなくて…」という方でも簡単にできます。
市販のぬり絵本、または手持ちの写真から描き
起こしたものを使って、ペットや花などを描いてみ
ましょう。

大人のための
やさしいぬり絵
フリーランスデザイナー

岩城二三枝
第3金曜10：30～12：00
5,445円（税込・3ヵ月分）

墨の濃淡や絵の具を用い、美し
い色彩の絵手紙を描きます。小
さな葉書きの中に四季の風景な
どを表現してみましょう。

楽しい絵手紙
藤墨会 
宇野浩二
第4月曜
13：00～15：00
14,355円（税込・6ヵ月分）

絵手紙の心は「ヘタがいい、ヘタでいい」。自分のオリジナル
な絵と言葉を添えて、絵手紙を描いてみませんか。

心を伝える
絵手紙
日本絵手紙協会公認講師

佐藤重夫ほか
第1･3金曜
10：00～11：30
10,890円
（税込・3ヵ月分）

木彫りは作る楽しみや木のぬくもりを感じ、心に
癒やしを与えます。最初は実用的な土鍋敷きか
ら制作します。

木彫工芸
槐の会会員

小足洋子
第2･4月曜
10：00～12：00
9,570円
（税込・3ヵ月分）

韓国の伝統文様と素材を使った工芸品として
幅広く知られ、独特な色彩と線の美しさが人気
です。暮らしを彩る小物を中心に制作します。

韓国のパッチワーク ポジャギ
ポジャギ作家

劉 静煥
第2月曜
10：00～12：00
11,055円
（税込・6ヵ月分）

これから料理を習う方を対
象に、料理の本当の楽し
さとおいしさを指導します。

エプロン1年生
第1･3火曜
18：30～20：30
第1･3土曜／日曜
10：00～12：00
各16,170円
（税込・3ヵ月分）

おいしい季節のスイーツを
レッスン。できあがったケーキ
は持ち帰ることができます。

スイーツレッスン
第4水曜
10：00～12：00
第4土曜
10：00～12：00
各9,075円
（税込・3ヵ月分）

和食、洋食、中華すべて
のジャンルを基本からやさ
しく指導します。

60歳から
はじめる
男の料理
第1金曜
10：00～12：00
9,075円
（税込・3ヵ月分）

あそびながら体力、運動能力の向上を目指します。逆上
がり、跳び箱、マット運動などの苦手意識を克服しましょ
う。体操を通じて身体面・精神面はもちろん、挨拶・礼儀
などの社会性も育みます。そして、一人で『できた！』の瞬
間をたくさん体験することができます。

幼児＆低学年の体育あそび
体育講師 久田 剛
第1･3月曜A16：00～17：00（年中、年長）
　　　　  B17：10～18：10（小学低学年）
各2,530円（税込・1ヵ月分）

しなやかさと、強さかっこよさを兼ね備えたダンス
ジャンル。ゆったりとした曲で体の引き上げ、アッ
プテンポな曲でリズム取りまで学べます。

JAZZ FUNK
（監修）M-style主宰 MIE
M-styleインストラクター Kotomi
火曜
A16：20～17：20（年長～小3）
B17：30～18：30（小4以上）
各6,380円（税込・1ヵ月分）

絵画、造形という枠にとらわれず、思いのままに
「描く・作る」を指導します。こどもの無限の可能
性を引き出します。

こども造形美術
あとりえM-Bees主宰
渡辺まき
火曜
17：00～18：30
（年中～小学生）
4,620円（税込・1ヵ月分）

リズム感と創造性を身につけながら、本格的な
クラシックバレエを指導します。

こどもバレエ
松岡伶子バレエ団講師

島宗陽子
水曜
A15：30～16：30
　（3歳～幼児）
B16：30～17：30
　（小学生）
各4,708円（税込・1ヵ月分）

ダンスに必要な体づくりからはじめ、流行の曲に
合わせて踊り、リズム感を身につけます。

ジュニアヒップホップ
ヤマカジメンバー

AGATCHI
水曜
17：45～18：30
（年中～小4）
4,708円
（税込・1ヵ月分）

ジャズダンス、ヒップホップダンス、体操などいろ
いろな要素を含むオリジナルダンスパフォーマン
スの講座です。バンテリンドームナゴヤでのパ
フォーマンスに参加するチャンスも！

チアドラゴンズダンスレッスン
チアドラゴンズ元メンバー

NANA、MIKI
木曜A18：00～18：50（年長～小3）
　　B19：00～19：50（小4～小6）
土曜A15：30～16：20（年長～小3）
　　B16：30～17：20（小4～小6）
各5,148円（税込・1ヵ月分）

毛筆、硬筆の正しい書き方を指導します。学校
の課題書写指導、文部科学省の書写指導要
項に沿って進めていきます。

こども書道
白帝書道会参与 安部抱月
金曜16：00～18：00（年中～小学生）
4,620円（税込・1ヵ月分）

体力の向上とバランスのとれた敏捷性を養いま
す。攻撃技・護身技を身につけるとともに、礼節
も学ぶことができます。

少年空手
日本空手道東真会 浅井絵美
金曜A17：30～18：45（年長～小4）
　　B18：45～20：00（小5以上）
各5,060円（税込・1ヵ月分）

簡単でボリュームがある男
性向きの料理を中心に、家
庭料理の基礎を学びます。

お父さんの
かんたん料理
第3金曜
10：00～12：00
9,075円
（税込・3ヵ月分）

アケビや山ぶどうなど自然の恵みから生まれた
原材料を使って、かご・小物などを編んでいきま
す。実用性に優れたあたたかみのある作品を制
作しましょう。

つるを編む
野ぎく工房

酒井いつ子
第4火曜
10：00～12：00
11,715円
（税込・6ヵ月分）

布切れなどを利用し、モダンなパターンを使って
色彩豊かな作品を制作します。

パッチワークキルト
寛子キルティングの会
講師

斎藤幸子
第2･4火曜
13：00～15：00
9,570円
（税込・3ヵ月分）

ちりめんなどの和布を使い、かわいらしい花や動
物、人形などを作ります。つるし飾りなど和のイン
テリアとしても暮らしに彩りを与えます。

和布で作るちりめん小物
ちりめん工房桜桃舎代表

三宅ゆかり
第3火曜
12：30～14：30
14,355円
（税込・6ヵ月分）

日常で使えるネックレスなどを制作。不器用さん
でも大丈夫！ビーズステッチやソウタシエなど多
彩な技術も習得できます。

ビーズデザインジュエリー
ビーズインストラクター

宮田 香
第1水曜
13：00～15：00
14,355円
（税込・6ヵ月分）

アンティークビーズやレースを使って、バッグや
ポーチなど実用的な雑貨を中心に制作していき
ます。

ロマンティックビーズ刺しゅう
Moco&Kirara
竹中江美子
第3水曜
13：00～15：00
14,355円
（税込・6ヵ月分）

ナフキン、テーブルクロス、ベッドカバーなど、さま
ざまな材料に刺しゅうを施していきます。

戸塚刺しゅう
戸塚刺しゅう協会
師範一級

横井則子
第2･4水曜
13：00～15：00
9,570円
（税込・3ヵ月分）

10本の指先全体を動かすことで、右脳が発達
するといわれています。やさしい基礎の折り方か
ら最新の創作折り紙まで指導します。

脳を活性化！
大人の折り紙教室
日本折紙学会会員

竹内 啓
第3木曜
13：00～14：30
12,375円（税込・6ヵ月分）

針や糸を使わず、小さな布から美しい作品が仕
上がります。普段使いできるアクセサリーやイン
テリアなど季節感のある作品を作りましょう。

楽しいつまみ細工
つまみ細工士

西脇ひろみ
第1金曜
10：15～12：15
13,475円～
（税込・4ヵ月分）

植物の持つさまざまな力を健康の維持・病気予
防に活用できるアロマテラピー。おいしいハーブ
ティーとともに心と身体を癒やしてみましょう。

美容と健康のアロマテラピー
アロハーブ・ジャパン代表

河合喜久子
第2･4木曜
15：30～17：00
9,570円
（税込・3ヵ月分）

絞りやシャッター速度、レンズ効果や露出など、
撮影に必要な知識を身につけます。撮影実習
では、確実なレベルアップを目指します。

デジタル一眼レフ
日本写真家協会会員

白井 厚
【ゼミクラス】第1・3金曜13：00～14：30
9,020円（税込・3ヵ月分）
【撮影実践編】第1・3金曜15：00～16：30
10,175円（税込・3ヵ月分）

個性を生かした作品づくりをモットーに、初心者でも安心して
楽しく描ける教室です。油絵、水彩など、初歩から高度な作
品づくりまで指導。

土曜日の洋画
二科会評議員

堀尾一郎
第1･3土曜
10：00～12：00
10,230円
（税込・3ヵ月分） 人物デッサンは絵を描く上での基本

となります。絵を描いてみたい、レベ
ルアップしたい方に楽しく描けるよう
指導します。

人物デッサン入門
二科会評議員 堀尾一郎
第4土曜
10：00～12：00
10,065円
（税込・3ヵ月分）
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