健康寿命を延ばす
スクワットフォーム

高齢者入浴アドバイザー
呼称資格認定＆温泉講座

スクワットマスター

温泉ソムリエマスター

小川りょう

作って弾こう
！
憧れのバイオリン

羊毛フェルトで作る

ウシさんのみるくプリン
羊毛フェルト作家meimei

丸尾賢市

加藤正行

箕浦メイ

工房楽器の森

手軽に取り組める足腰運動スクワット
は、実は
「フォーム」
が肝心です！フォーム
をきちんと身に付けて、足腰を丈夫にし
ながら、
健康・美容に役立てていきます。

11月29日
（日）10：00〜11：30
2,150円＋税
※テキスト代770円、
認定書料3,000円（必須）別途

11月15日
（日）13：00〜15：00
2,050円＋税
※教材費別途1,500円

正しい入浴方法を知り、高齢者に多い事故を未然に防ぐ
方法を学びます。
また、泉質による影響の違いや美容と
健康別に各地の良い温泉を紹介します。

ふわふわの羊毛をチクチク刺して来年の干支、
ウシさんの
かわいいプリンを作ります。土台の羊毛に羊毛シートを巻き
付けて作るので、初めての方でも手軽に楽しめます。

本格的な演奏を楽しめる軽バイオリンを制作します。特許
製法により初めての方でも簡単に作ることができ、完成
後はみんなで
「キラキラ星」
などを演奏しましょう。

トロッケンクランツ

ミニチュアドールハウス

お正月のしめ縄飾り

元タカラジェンヌと歌う

ノエルの森のリース

フレグランスショップ

トロッケンクランツ理事講師

Atelier Spica

籠橋由起

いろいろな種類の木の実やプリザーブドのグリーン、
アイビー
の葉を使って、
クリスマスリースを作ります。直径約26㎝。

スワロフスキーの煌めきリング
キューティーブルーム

舟橋祐子

10月4日
（日）13：00〜15：00
1,650円＋税
※教材費別途2,000円、
2,500円（チャーム付き）

元宝塚歌劇団花組

美苑えりか

11月22日
（日）13：00〜15：00
3,070円＋税

お正月にぴったりなしめ縄を使っ
たアレンジメントを作ります。色鮮
やかな水引などをあしらい、華や
かな雰囲気で新たな年を迎える
準備をしましょう。

自分の魅力を引き出してくれ
ると同時に、
なりたい自分を
演出する手助けをしてくれる
フレグランス。
そのショップを
ドールハウスで表現しました。

お気に入りの生地で作る

箱庭王直伝！梅香を楽しむ

３Ｄマスクと
マスクケース
布小物アーティスト

ときめきの
スミレボーカル♥

大金タケヒロ

12月14日
（月）13：30〜15：30
2,050円＋税
※教材費別途3,800円

11月29日
（日）13：00〜16：00
5,950円＋税

10月27日
（火）
13：00〜15：00
1,850円＋税
※教材費別途3,500円

ジュエリーデザイナー

フローリスト

丹羽明代

10月18日
（日）10：30〜16：30
※途中休憩あり
8,050円＋税

聖夜を彩る

梅の情景盆栽作り

ナチュラルクリスマスリース

情景盆栽作家

グリーンローズ主宰

中尾浩之

三野昌江

松浦奈美子

11月8日
（日）10：30〜12：30
2,550円＋税 ※教材費別途4,000円

12月13日
（日）10：30〜12：30
2,550円＋税
※教材費別途5,500円

10月22日
（木）10：00〜12：00
2,050円＋税
※教材費別途2,750円〜

中
学
対 生以
象 上

10月3日
（土）15：00〜16：40
2,250円＋税
※テキスト代別途1,018円

リングトップをしずく型のスワロフスキー4枚でクローバーの形
に編み上げます。
カラーは5 色から選択できます。お好みで
チャームを付けて手元のさり気ないおしゃれを楽しみましょう。

お好きな生地を当日選んでいただき、
マスクとマスクケー
スをお揃いで作ります。長引くマスク生活を楽しく便利に
過ごしましょう。

ナチュラルテイストの花材で紡ぐ、
ヨーロッパで人気のクレッセント型
春の訪れを感じさせる梅とその香り。素敵な鉢に苔や砂を リースを、
メディアでも人気の講師
あしらい、
まるで小さな庭の様な梅の盆栽を制作します。 が丁寧に指導します。
お正月に梅の花を開花させる方法もお教えします。
直径35〜40㎝程度。

布で作るかわいいミニツリー

クリスマス
ファッションフラワー

2021年の運勢を
占ってみよう
！

布小物アーティスト

三野昌江

12月6日
（日）13：00〜15：00
1,850円＋税
※教材費別途2,200円

石田流総華哲師範

ホワイトクリスマスのイメージで、白
いバラを中心にクリスマスカラーの
赤と緑を入れてアレンジメントを作り
ます。容器と持ち帰り用バッグ付き。

2021年
夢を叶える
ブレスレット

ジュエリーデザイナー

2021年の運勢に乗るラッキー守護石と、
それぞれの夢を
叶えるためのサポートストーンに、調和の石水晶を組み合
わせてシンプルなブレスレットを作ります。

文字で伝えるおもてなし

筆文字で作るオシャレな 袋とポチ袋
心の筆文字主宰

姿月真由美

11月16日
（月）
13：00〜15：00
1,550円＋税
※教材費別途1,500円

お好きな柄で箸袋を作り、
ほっこりする筆文字を書き添え
ます。筆文字の書き方のコツを覚えて、
お正月の準備やお
もてなしに使えば、好感度もアップ！専用筆ペン2本付き。

12月27日
（日）
10：30〜12：00
1,850円＋税

11月8日
（日）
10：30〜12：30
2,050円＋税
※教材費別途2,800円

大金タケヒロ

こども書き初め
牧書会理事

舟橋祐子

ぷっくりかわいい多肉植物をカラフルな5 個の苔玉に仕
上げます。

トロッケンクランツ

アンティークなアイアン飾り

鈴木泉華

トロッケンクランツ認定講師

12月26日
（土）
13：00〜14：30
1,650円＋税

11月29日
（日）10：00〜11：30
1,650円＋税
※教材費別途3,000円

1月10日
（日）
13：00〜15：00
5,550円＋税

フローリスト

2021年はどんな1年になるのか、
あなたの運勢の流れを
数秘術から読み解いていきます。暦の読み方や基礎知
識もレクチャーします。

ダイアモンドローズの
あでやかなお正月花

河瀬七映

愛知タロットクラブ主宰

南 アンナ

12月16日
（水）16：00〜20：00
※通常講座内、
フリータイム制
4,250円＋税

素材の異なる白い生地を
ベースに、
かわいい花材や
布を組み合わせながら、
オ
リジナルのミニツリーを作り
ます。高さ約18㎝。

守護石鑑定士

深川美翠

かわいい多肉植物の苔玉を
作りましょう

服部恵美

10月26日
（月）14：00〜16：00
1,850円＋税
※教材費別途2,800円

エクアドル産の大輪のバラに、
ダイヤモンドの粉を散りばめた最
高級のプリザーブドフラワーでお
正月花をアレンジメントします。

書き初め
（八ツ切りサイズ）
に
チャレンジ！冬休みの宿題や
新年の目標などを書いてみま
しょう。習字が苦手なお子さん
もぜひご参加ください。

正月花をいける

光秀書状を読み解く

12月25日
（金）
13：00〜14：30
※通常講座内
4,550円＋税

本能寺の変の首謀者は誰？

エコバッグにペイントしよう

歴史研究者

オランダザンスフォークアート認定講師

池坊中央委員

瀧内立子

バラのようなヒマラヤスギ・白いニゲラをポイントにドイツ
伝統工芸の技法を用いて、
アンティークな雰囲気のアイ
アン飾りを作ります。

萩原淳也

10月2日
（金）
13：30〜15：30
10月16日
（金）
13：30〜15：30
各1,500円＋税
※教材費別途300円

11月9日
（月）
10：30〜12：30
2,150円＋税

床の間や玄関、
リビングな
どに飾る正月花のいけ方
を指導します。
ご自宅の花
器をお持ちいただいても
結構です。

オランダ ザンス フォークアート

本能寺の変、光秀は将軍義昭の
命で動いたのか？実際の光秀書状
を古文書から直接読み解いてゆき
ましょう。

小俣広子ほか

アクリル絵の具を使い、一筆描きでバラの花を素敵にペ
イント。
自分だけのバッグでお買い物に出かけませんか。

♥印の講座は女性限定です。
※料金は一部を除いてすべて税抜き表記です。 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。

駐車場5時間無料

新規入会
お申し込み
の手順
入会と受講について

1. 講座を決めて確認

講座を決めたらお電話、
またはHPへアクセス。
空席・募集状況を確認し、
予約登録を行います。

2. お支払い方法の選択

窓口もしくはコンビニでのお振込を選択いただけます。
HPからお申込みの場合は、
カード決済。
24時間受付可。

●登録料500円＋税と受講料を前納いただければ、
どなたでも入会できます。会員資格は、各地の中日文化センターに共通です。
（一部を除く）
●満席の場合はキャンセル待ちを受け付けます。また、規定開講人数に満たない場合は開講を中止させていただく場合があり
ます。ご入金後に受講者の都合でキャンセルされる場合は、
事務手数料20％を差し引いて返金いたします。
●受講料には維持管理費が含まれています。
●一部の講座の受講料には音楽著作権使用料が含まれています。

個人情報の取り扱いについて

3. 登録料・受講料のお支払い

お電話でのご予約は、
登録料500円＋税と受講料を、
14日以内に窓口もしくはコンビニ振込にてお支払ください。

中日文化センターは、入会、受講申し込みの際にご記入いただいたお客さまの
個人情報を、細心の注意を払って適法かつ適切に管理し、運用します。右記の利
用目的以外には一切使用しません。当センターでは、お預かりした個人情報の取
り扱いを外部に委託することがあります。
この場合は、個人情報の守秘義務を盛
り込んだ取り扱いに関する契約を締結し、適切な管理を実施させます。

4. 会員証のお受け取り

お支払日に窓口でお渡しいたします。
コンビニ振込とWEB決済は、
初回日に窓口でお渡しします。

１.利用目的
2.個人情報相談窓口
○会員登録や各種ご連絡など文化センター運営
中日文化センター グループ個人情報担当
○講座の管理運営
〒460-0008
○サービスの向上などのため、個人を特定できない形で統計 名古屋市中区栄4-16-36久屋中日ビル7階
処理したデータの作成と活用
栄中日文化センター内
○お役に立つ情報など、中日新聞グループからの各種ご案内
TEL 0120-53-8164

