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高蔵寺
春の受講生募集

高蔵寺 l二I二l 日文化センター
2023 年 4 月期 あたらし い 私との 出会い 中曰新聞社

キッズK-POPダンス
HIT'S Dance Spaceインストラクタ— 今本奈津美
5~7月（初回は5月9日、各全12回）
火曜 16:15~17:05(3歳～小学2年）

17:15~18:05（小学3~6年）
各20,944円（税込）
人気の曲に合わせて楽しくダンスします。初めて
ダンスに挑戦したい方におすすめの講座です。

4月18日（火）16:15~11:05(3歳～小学2年）
17:15~18:05（小学3~6年） 各1.J空円（税込）

自分のスマホを知って楽しもう！アンドロイド限定 脳の疲れは体の疲れ

モパイルインストラクター 東谷淳子 あたらしいアロマハンドトリートメント
4~6月（全6回）第2•4月曜 15:30~11:00 14,850円（税込） アロマハンドトリートメント協会認定プロフェッショナル
まず は自分 のスマホの機種を知ることから始めましょう。繰り返し :t: I丑美！せ：子し

実習し、生活に役立つ便利な機能を活用します。 4~9月（各全6回）一3月27日（月）15:30~16:30 1,320円（税込）） 【2級】箆2金曜 10:30~12:00
14,025円（税込）※教材費毎回2,800円（税込）
肌と脳、心と手、五感を相互的 に生かすト
リ ートメントで疲れた脳を元気にして、日々を
楽しむ心身を取り戻しましょう。女性限定。
2級·1級の同時受講可。
【1級】第4金曜 10:15~12:15
14,685円（税込） ※教材費毎回2,900円（税込）
不眠や緊張、むくみや便秘などに対する処方を学びます。実技練習が2級課
程より30分以上増加するので、施術法がしっかり身に付きます。女性限定。

ス マホ初心者のためのLINE講座
4~6月（全6回）
第1•3月曜 1s:oo~17:30
14,850円（税込）※資料代別途
LINEを始めて間もない方、何となく
使っていた方にもお勧め。今やLINE
は連絡手段に必須です。iPhone·
アンドロイドどちらも受講可能。
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事前予約制／登録料不要

` ’ 

春の飾り巻き寿司
川澄飾り巻き寿司協会
飾り巻き寿司公認講師

牛田純子
4月1日（土）13:30~16:00
2,365円（税込）
※教材費2,500円（税込） - - - -
切り口から飛び出すかわいいモグラと桜の木。春を演出する飾り
巻き寿司を作ります。初心者でも大丈夫です。

茶芸館気分で

台湾茶を楽しむ
泡茶師長嶋友英
6月18日（日） 13:30~15:00
2,585円（税込）
※教材費500円（税込）
烏龍茶のおいしい入れ方を学び、お菓子をい ただきながら香り
や味を堪能しましょう。台湾の茶芸館の雰囲気を感じられる茶
器などを使い、お茶の知識や現地の 情報を話します。

基碇を知ればちょっとうれしい

ワインを楽しむ日曜日
ソムリェ青木龍二
3月19日（日） 13:00~14:30
4,785円（税、教材費込）
お値打ちワインとおいしいチ ーズで
学び のある日曜日を過ごしましょう。
「ワイン の種類」を 中 心に話します。
20歳以上対象。

チアドラゴンズダンスレッスン
ガールズクラス（中学生以上）
元チアドラゴンズメンパー HIMARI
4月開講
第2•4土曜 15:30~16:30
13,662円(3カ月分税込）
※POM代8,500円（現込）、衣装代別途
チア の振り付けでいろいろな要素を含むオリジナ
ルダンスをレッスンします。バンテリンドームで開催
されるドラゴンズ公式戦に出演できるかも。

京町家旅館のマネジャーが教えます！

京都ひとり旅の楽しみ方
ライター ・編集者、
ひとり旅活性化委員会主宰
山田静
5月7日（日） 13:30~15:00
2,750円（税込）
旅のプランはどう作る？人混みを避
けるには？ひとりでも懐石料理を楽
しめる？ 宿はどう選ぶ？さまざまな
疑問を、今お勧めの宿や店•最新ス
ポット情報とともに人気宿 のマネ
ジャーが具体的にガイドします。

家で継続できる仇項序トレー ニング
姿勢もお腹もスッキリ
ACE代表、コンディショニングトレーナー

玉田鷹士
5月7日（日） 13:00~14:15
2,585円（税込）
日常生活で緩みやすいお腹、肩甲骨 周り、
お尻などの筋力を鍛えて引き締めます。

男性限定！ぽっこりお腹体幹トレーニングで引き締め
5月7日（日） 14:30~15:45 2,585円（税込）
お腹を引き締めるだけでなく、姿勢を整え腰周りの痛みや違和感の出
にくい、全身の機能 的な動き方を身に付ける男性限定レッスンです。
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春から梵まる
● 新講座

草木染紡織人をKEE1じゅんこ
4~6月（全3回）
第4木曜 10:30~13:00
7,755円（税込）
※教材費毎回2,400円（税込）～

4月は玉ねぎ（黄色とカ ーキ）、5月
はよもぎ（黄色と緑）、6月は茜（ オ
レンジと紫）でストー ルを染めます。
一期ー会 の色が魅力です。

手作りを楽しむジュエリ ーバッグ®
2カラーのアレンジを楽しむカゴ風パッグ

m\\ 
切

AJBジュエリーバッ公協会認定講師

太田美也子
4~6月（全3回）
第2木躍 13:00~15:00
9,405円（税込）
※教材費6,600円（税込）
ネットにヤー ン（糸）を編みつける方法で、荷物が増える夏にピソタリ のトー

トバッグを作ります。色は黒Xベージュ（写真）とマゼンダxミルクから選択。

今から始めるクリスマス準偏

ガラスのクリスマスツリー

ガラス作家 Rico
6~10月(8月休講、全4回）
第3火曜 13:00~15:00
11,660円（税込）
※教材費8,800円（税込）

ランプ仕様の場合配線代他別途
フュージングパーツを使ってガラス のツリ ーを作ります。ご希望に
よりランプ仕様にできます。高さ25cm。

入門者 ・ 初心者のための健！員U麻雀：
楽しく頭のトレーニング
日本プロ麻雀連盟中部本部所属

長谷川弘
4月開講
第1•3火曜 13:00~15:00
13,530円(3カ月分税込）
※教材費720円(3カ月分税込）
初心者を対象に、基礎知識の習得から実践対局まで、現役の競技
プロが分かりやすく教えます。対局では簡単な戦術も紹介します。

ユキノシタ、ドクダミ、月挑…

和ハーブの活用法とナチュラルクラフト
和ハーブインストラクター

半谷美野子
5/30、616、7/4（全3回）
火躍 13:30~15:30
7,810円（税込）
※教材費3,600円(3回分税込）
春夏に収穫できる和ハーブを使って、化粧水やかゆみ止めなどを製
作。実際に植物を手に取り、見分け方や収穫方法なども学びます。

高性能トイドローンを使って本格体験

ドローンを飛ばそう
日本ドローン安全飛行推進協会理事長
田村徳久
6月4日（日）
10:30~16:00（休憩含む）
9,955円（税込）

シI 基本操 作を室内でレクチャー。前半1時間半は理論や航空法などの
座学、後半3時間は安定して飛ばせるこつを実習。中学生以上対象。

180度開脚を作るためのフロアバレエ モロッカンプレ ー ト
元東京パレエ団 ガラス皿に絵付けしよう

忠杏デ也 ＼ ？ モロッカンプレート講頷伊藤智美
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ア体操ひざ・腰・股関節痛ケア
院長が直接教えます
ゅうき指圧院長ナ：谷内輝夫
3月26日（日） 13:30~15:00
2,365円（税込）
世界変形性関節症会議で認められた
体操。創始者が直接指導する特別講
座です。体のゆが みを整えて動ける体
を目指す、無理 なく簡単な体操です。

初めてのカリグラフィー� r_ 

Thank youカー ドを作る
日本手芸普及協会師範

桑原かおる
6月12日（月） 10:15~12:15
2,585円（税込）
※教材費、用具レンタル代550円（税込）
特殊なペンとカラ ーインクを使って、オリジナルのflhankyou力—ド」を
作ります。手書きの文字にありがと うの心を のせて、贈ってみませんか。

中部の考古遺跡を巡ろうCコエ9
南山大教授
黒澤浩
4/19、5/10、6/14（全3回）
水曜10:00~12:00頃
※6月のみ12:30頃まで
7,755円（税込）

考古学を学ぶには実際に遺跡を訪れることが大切。地図を片手
に巡りながら遠い昔に思いを馳せましょう。4月は熱田、5月は鶴
算 6月は東谷山周辺の遠跡を巡ります。4~5km歩きます。

徳川家康簸霞蘊土蔽東藻王への道
元関ケ原町歴史民俗資料館館長
草野道雄
4~9月（全6回）
第4火曜 10:30~12:00
14,025円（税込）
※資料代別途 一9

江戸時代を「徳川の平和」に導いた家康の遺訓「人 の一生は重荷
を負うて遠き道を行くが如し、急ぐぺからず」に至る姿を追います。迎
えた戦い、出会いと別れにどのよ うな気づきがあった のでしょう。

バランスボールエクササイズ
体カメンテナンス協会認定
パランスポールインストラクター

柴田智江
4~6月（全6回）
第1•3火曜
13:00~14:00 
12,870円（税込）

音楽に合わせて楽しく弾んで、体力UP！免疫力UP！関節への負担が
少なく、有酸素運動ができ脳活性にもつながります。ポール無料貸出。

美姿勢習慣
健やかな美しい姿勢
健康管理士れKU』君和織
4~9月（全6回） 第3木曜
13:30~15:00 12,705円（税込）

肩甲骨をしっかり動かして、後ろ姿を美しく
します。 肩こり、腰痛 の予防にも。自分 の
体の癖を知り、姿勢 、歩き方を整えること
で普段 の “歩< ” が“運 動ウォ ー キング ’'に
変わります。女性限定。

九星気学で運気アップ
ユミ気学教室主宰
服部祐己子
4月開講
第2月曜 13:00~15:00
20,625円(6カ月分税込）
※初回教材費4,180円（税込）

石の鳥・流木造形n
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第4月躍 13:00~14:30 ...,と
7,590円（税込） t: 

コ
九星気学 は実践することで結果が出る運勢向上法です。経済や
天候、相性をみたり、引っ越し、旅行、就職、人間関係、病気などの
悩みを解決したりしていきます。1年ほどで基礎を学びます。
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さしいタッチを学びます。絵，
が初めてでも大丈夫。

アサーティブなコミュニケーションを学ぶ
自分も相手も大切にする自己表現
あったの杜内観室室長仕E爾［算tせt
6月4日（日） 13:30~15:30
2,585円（税込）
アサ ーション（自分も相手も大切にする自己
表現）や傾聴の基礎を学び、コミュニケーショ
ンを円滑にして、自分も相手も心が楽になる
方法を探ります。家庭や職場で生かせます。

真珠屋さんのパールアクセサリ ー

神戸パール・コレクション代表

所神根孝二
3月21日（火・祝）
13:00~15:30 
2,805円（税込）
※教材費3,300円（税込）～
さまざまなパール、天然石でお好きなアクセサリ ーを作ります。作品
を参考に長さやデザインを選べます。本物 だからこその満足感。

羊毛まん丸手織講師

秋田じゅんこ
4月22日（土） 13:00~15:30
2,585円（税込）
※教材費、織り板レンタル代

3,300円（税込）
円形の織り板に放射線状に糸を掛けたも のに好きな色の羊毛を
織り込んでいき、ふかふかで温かな座布団を作ります。

※維持管理費、受講料（一部講座を除く）を2023年7月分より改定いたします。記載の金額は4月から（新講座は初回から）受講した場合の受講料表記となっております。 お申し込み方法は最終面をご確認ください。 使用写真は一部イメージを含みます。
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