
●こども講座　◆印は1回体験も可能です。

講座名 開講日
1ヵ月分受講料

(税込)

こども書道
月曜16:00～18:00

(年長～)
中部日本書道会評議員 杉本京扇

こども書道
水曜16:00～18:00

(年長～)

牧書会常任理事

牧書会会員

鈴木美月

長谷川素雪

こども書道
木曜16:00～18:00

(年長～)
牧書会常任理事 元橋逸舟

こどものための将棋
第2・4木曜16:30～18:00

(4歳～)
日本将棋連盟公認将棋指導員 早川幸男 2回分4,070円

こどもの造形と絵画
月曜16:00～18:00

(3歳～)

あとりえＰＯＰアートスクール

主宰
ナカムラミオ 4回分5,500円

こども空手◆
土曜10:30～12:00

(年長～)
日本空手道東真会指導員 塩澤正憲ほか

4回分5,940円

◆1回分1,485円

こどもタップダンス◆
第2・4月曜18:30～19:20

(年中～)
志乃舞優Dance Art 志乃舞 優

2回分3,674円

◆1回分1,837円

こどもミュージカル◆
第2・4月曜17:20～18:20

(年中～)
志乃舞優Dance Art 志乃舞 優

2回分3,674円

◆1回分1,837円

キッズジャズファンク◆
水曜16:15～17:15(4歳～)

水曜17:20～18:20(小4～)
スタジオM主宰 小田真砂世

各4回分5,148円

◆各1回分1,287

バトントワリング◆
金曜17:00～18:00

(4歳～)

ナゴヤゴールデントワラーズ

講師
大島 彩

4回分5,148円

◆1回分1,287円

幼児・こども体育◆
金曜16:15～17:00(年少～)

金曜17:00～18:00(小1～)
日本レクリエーション協会 加藤理恵子

各4回分5,500円

◆各1回分1,375

こどもバレエ◆
火曜16:00～17:00(3歳～)

火曜17:00～18:00(小2～)

日本バレエ協会正会員

幸田バレエ教室

幸田 律

幸田 空

各4回分5,588円

◆1回分1,397円

●書道

実用書道と小筆 月曜13:00～15:00
興文会副理事長

松翠会副理事長

山川昌泉

長尾珠泉
4回分6,380円

実用書道と小筆 木曜15:15～17:15
興文会副理事長

松翠会理事

山川昌泉

小島彩渓
4回分6,380円

毛筆とペン 水曜13:00～15:00 以文会常任理事 梶田文宗 4回分6,380円

実用書道＆ブラッシュアート 第1・3土曜10:30～12:30 中部大学講師 原田凍谷ほか 2回分3,630円

毛筆とペン 月曜10:15～12:15 牧書会常任理事 渡辺桂真 4回分6,380円

毛筆とペン 火曜18:00～20:00
(監修)中部日本書道会顧問

楽鵞会総務

中村立強

小川大樸
4回分6,380円

学生・一般 毛筆とペン 土曜14:00～16:00 牧書会常任理事 渡辺桂真 4回分6,380円

学生と大人のための

毛筆とペン
第1・3水曜18:30～20:00

牧書会常任理事

書道講師

伊藤芳華

下村佳風
2回分3,630円

各4回分

小6まで:5,500円

中学生:5,940円

講師

【1カ月体験　登録料不要】

いつからでも１ヵ月体験できます！ 事前にお申し込みください。フリーダイヤル：0120-031-229

※受講料以外に教材費が必要な講座もございます。満席や休講中などで体験できない場合もございます。お問い合わせください。



●美術

講座名 開講日
1ヵ月分受講料

(税込)

色えんぴつ画＆イラスト 第2・4月曜18:30～20:00 フリーランスデザイナー 岩城二三枝 2回分4,290円

色鉛筆で描こう

ペット画・静物画
第2・3木曜10:30～12:00 フリーランスデザイナー 岩城二三枝 2回分4,290円

やさしい水墨画 第1・3月曜13:00～15:00 白士会会員 鵜飼千佐子 2回分3,630円

ボタニカルアート 第2・4土曜13:30～15:30 花びらの会会員 大久保玲子 2回分3,630円

小さなキャンバス 第2・4火曜13:00～15:00 白日会会員 前田恵美子 2回分4,070円

仏さまを描く写仏 第2・4金曜15:30～17:30 写仏画講師 倉地美香 2回分4,070円

感じるこころを育てる絵手紙 第1・3金曜13:30～15:00 日本絵手紙協会公認講師 小林鳩美 2回分4,290円

オールラウンド絵画
第1・3水曜10:15～12:15

第2・4月曜18:00～20:00
画家 ナカムラミオ 各2回分4,730円

デッサン力を磨こう

美大芸大進学応援塾
月曜18:00～20:00 画家 ナカムラミオ 4回分9,020円

●外国語

シンプル英会話 火曜18:15～20:00 名古屋ランゲージスクール講師 長谷川美也子 4回分6,380円

英会話 木曜13:00～15:00 名古屋ランゲージスクール講師 長谷川美也子 4回分6,380円

韓国語上級 第2・4金曜14:30～16:00 韓国語講師 柳 舟葉 2回分4,730円

●音楽

べっぴんボイスレッスン 第1金曜10:30～12:00 シンガー・ソングライター 広瀬まり 1回分2,167円

100歳まで元気に歌って歩こう

アフターコロナのための健康歌唱
第2・4火曜13:00～14:30

(監修)藤田医科大学客員教授

岸田歌唱発声研究所代表

三輪弘美

岸田寛子
2回分4,334円

心の歌、歌って元気に♪

声のアンチエイジング
第2・4木曜10:30～12:00 音楽教師 梶田久美子 2回分3,674円

おしゃれなシャンソン 第1・3水曜10:30～12:00 シャンソン歌手 加藤理真 2回分4,774円

鍵盤ハーモニカ 第2・4火曜10:30～12:00 音楽教室講師 青木京子 2回分4,554円

クラシックギターを弾こう！ 第2・4火曜14:10～15:40 ギター奏者 小泉 広 2回分4,774円

クラシックギター入門 第2・4火曜13:00～14:00 ギター奏者 小泉 広 2回分4,774円

オールジャンルギター 第2・4火曜16:00～17:15 ギター奏者 小泉 広 2回分5434円

●日本の芸能

琴生流大正琴 第1・3火曜13:00～14:30 琴生流指導師範 西田淑美 2回分3,894円

鯉之亟・鯉娘の 日舞・新作舞踊 第1・3水曜15:30～17:00
西川流師範

西川流師範

西川鯉之亟

西川鯉娘
2回分4,114円

●日本の伝統

手結びきものの着付け 第1・3月曜10:15～12:15
清水学園清水とき・きもの

アカデミア着装正教授
安江桂子 2回分3,850円

茶道表千家

※会場:春日井市梅ヶ坪町

水曜10:00～12:00

第1・3金曜10:00～12:00
吉田生風庵 犬飼宗真

各4回分8,140円

2回分4,070円

講師



●服飾

講座名 開講日
1ヵ月分受講料

(税込)

着物リメイク 金曜10:15～12:15 服飾デザイナー 内田富美子 4回分6,380円

かぎ針編み

「BEYOND THE REEF」の世界へ
第1・3金曜10:30～12:30

BEYOND THE REEFかぎ針編み

認定講師
野村奈奈江 2回分3,630円

●趣味

ビーズアクセサリー＆

ビーズ刺しゅう
第1木曜10:30～12:00 ビーズアーティスト 渡辺豊子 1回分2,255円

チョークアート 初級 第2・4火曜18:40～20:30 モニーク認定講師 水谷範子 2回分4,290円

囲碁 土曜16:00～18:00 日本棋院棋士5段 堀田誠司 4回分6,380円

将棋 第2・4木曜16:30～18:00 日本将棋連盟公認将棋指導員 早川幸男 2回分4,070円

水野愛子監修 中高年のためのトコトン

表情筋トレーニング＆心美学®
第2月曜10:30～12:00

日本表情筋トレーニング協会

認定講師
浜口紀美 1回分2,255円

●健康

足心ヨーガ 月曜15:15～16:45
(監修)井坂ヨーガ研究所主宰

同講師

井坂津矢子

明石美知代
4回分6,380円

60歳からの

いきいき健康体操
月曜13:30～15:00 健康体操指導員 西村ひろみ 4回分6,380円

●ダンス

ベリーダンス 第1・3月曜10:45～12:00
アルアマルベリーダンス

スタジオ代表
Amani 2回分4,774円

ジャズファンク
水曜18:30～20:00

(中学生～)
スタジオM主宰 小田真砂世 4回分6,468円

フラメンコ 木曜15:30～16:30 舞踊家 馬渡美里 4回分9,108円

タップダンス

第2・4木曜12:45～13:45

第2・4月曜19:20～20:20

(中学生～)

志乃舞優Dance Art 志乃舞 優 各2回分4,114円

クラシックバレエ
火曜18:30～20:00

(中学生～)
日本バレエ協会正会員 幸田 律 4回分6,468円

フラダンス 水曜13:30～15:00
ナー レイ オ カ イポ ラウアエ

インストラクター
友松千恵子 4回分6,468円

たのしいフラダンス
第2・4月曜10:30～12:00

水曜10:30～12:00
フイ フラ オ レイ アロハ講師 水野領子ほか

2回分3,674円

4回分6,468円

講師


