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夏から始まる新講座

自分の好きを「カタチ」にしよう

2

本命星と月命星から宇宙が応援してくれるエ
ネルギーを導き出し、そのエネルギーを宿した
方位に行くことで宇宙を味方に付け、運気を
底上げする幸せ貯金の方法をお伝えします。

夢を叶える九星気学・社会運勢学基礎
九星気学、社会運勢学鑑定師 
河瀬七映
7月開講、1年講座
第4月曜10：30～12：00
13,530円（税込・6回分）
※教材費別途

これからの相撲界はどうあるべきか。70年、土俵
を見つめてきた講師が大相撲の魅力や実況秘
話、心に残る名力士などについて語ります。

大相撲よもやま話
日本福祉大客員教授 
杉山邦博
7～9月（全3回）
第2木曜13：30～15：00
※8月のみ第4週（8/25）
　15：00～16：30
8,745円（税込）海外添乗1,500日を超えるベテラン添乗

員が世界遺産や文化、慣習など、行ってみ
ないと分からない内容を紹介。海外旅行
再開までの準備を始めてみませんか。今期
はスペイン、ペルーを取り上げます。

今から待ちどおしい
世界の旅
海外添乗員 竹田明子
7～9月（全3回）
第3火曜10：30～12：00
9,405円（税込）

ハワイ州8島のうち一番古い島、カウアイ
島。他の島 と々は異なるユニークな自然、
歴史、小人族メネフネや女神ペレ神話、
土地の言い伝えなどをお話しします。

早く行きたくなる！
ハワイの雑学講座 カウアイ島編
ロケラニ・ハワイアン・カルチャーラボ代表 
コジマミサ
7～9月（全3回）
第1月曜13：00～14：30
8,415円（税込）

夏競馬の季節がやってきました。日曜日メ
インレースの予想やサマーシリーズの楽し
み方など解説。初心者から中級者までど
なたでもご受講いただけます。

競馬って楽しい！
元競馬ファン編集長 
間瀬文康
7～9月（全3回）
第1日曜
10：30～12：00
7,755円（税込）

心身共に健やかに楽しみながら歩んでい
く、“追い風”として暮らしの中でパワース
トーンを生かす方法をお伝えします。

暮らしに生かすパワーストーン
ヒーラー 
古田常葉
7～12月（全6回）
第4土曜
13：00～15：00
15,510円（税込）

病気の成り立ちと日頃の食生活によって
病気を予防する方法、手軽に作れる料理
レシピなどについて学びます。

医学博士から学ぶ
健康に役立つ科学
名古屋大環境医学研究所講師 
伊藤パディジャ綾香
7～9月（全3回）
第1月曜13：30～15：00
8,415円（税込）

季節の変わり目は体調を崩しがち。季節に
合った過ごし方や日焼け・しみ、多汗などの
予防・対処法や高血圧などを、漢方を中心
に西洋医学の知識も交えてお話しします。

あなたの健康“取説”をつくる
季節を巡る漢方帳
薬剤師 水上嗣海
7～9月（全3回）
第1火曜
10：30～12：00
7,755円（税込）

土地や気候で異なる味の特徴を感じながら、常に新しい味わい
を造り続ける世界中のワインを紹介します。

美味しいに出会う旅 世界のワイン
ソムリエ 青木龍二
7～9月（全3回）第1水曜19：00～20：30　
14,355円（税込）

基礎知識を学び、季節に合わせた5種類をテイスティ
ング。その味わいの差を体験しましょう。

輝きの泡の魅力 シャンパーニュを味わう
7～9月（全3回）第2水曜19：00～20：30　24,585円（税込）

「シミ・シワ・タルミ」の予防改善や小顔づく
りに役立つ、医学に基づいた「究極のト
レーニング法」と共に人生哲学、女性美
学などお伝えします。

水野愛子の表情筋
トレーニング＆心美学®
日本表情筋トレーニング協会代表 水野愛子
7～12月（全6回）
第2木曜10：30～12：00
15,510円（税込）
※教材費別途

自爪にやさしく柔軟性があり、しなやかで透
過性に優れた魅力的なジェルネイルを指導
します。チップを使って実習を行うことも可能。

ジェルネイル 初級コース
インターナショナル
ネイルサービス マリア代表 
松永宏美ほか
7～9月（全6回）
第1・3月曜
10：30～12：00
14,190円（税込）※教材費別途

株式を預金のように蓄えて資産形成する
「株式貯蓄」。安定して成長する企業や好配
当の企業に投資する堅実投資です。決算
書やチャートなどの難しい学びは不要です。

株式貯蓄のススメ
得意銘柄で資産形成
若葉マーク株式投資代表 
福沢隆雄
7～9月（全3回）
第1土曜10：00～12：00
10,065円（税込）※教材費別途

テレビ・ラジオ・新聞雑誌などで占い評論
家として活躍中の講師が、人生を明るくす
る手相、易学占いを分かりやすく教授しま
す。筮竹は貸与します。

ちから教授の手相・易占い
椙山女学園大名誉教授 
加藤主税
第2・4水曜
10：00～11：30
14,190円
（税込・6回分）

パソコンも時代とともに進化・変化し続け
ています。初心者にも分かりやすくWord、
Excelを学習しながら、パソコンのいろいろ
な操作、機能をマスターしましょう。

中高年のパソコン塾
フロリエードジャパンパソコン代表 
浅尾孝信ほか
7～9月（全6回）
第1・3木曜
10：00～11：30
21,450円（税込）

基礎操作から学ぶ超初心者のためのクラスです。使えるアプリ
を探して、日常生活に活用しましょう。

中高年のスマホ講座 
フロリエードジャパンパソコン代表 浅尾孝信ほか
7～9月（全6回）第2・4水曜13：00～14：30　21,450円（税込）

電話やメールより連絡がつきやすいLINEの基
礎を中心に、さまざまな使える機能を学びます。

中高年のスマホ講座 LINE編
7～9月（全6回）第2・4水曜
14：45～16：15　21,450円（税込）

iPadとiPhoneは電話ができるかどうかだけの違
いで、あとの機能はほとんど変わりません。基礎
の知識と操作、便利なアプリについて学びます。

iPad・iPhoneをはじめよう 基礎編
ぱそメイトパソコン講師 福井和美
第1火曜15：30～17：00　8,415円（税込・3回分）※教材費別途

iPadのさまざまな機能を学びます。趣味にもビジネスにも生かせ
る、より実践的なアプリやサービスを中心に指導します。

楽しい！簡単！ iPadのある暮らし
第1火曜13：30～15：00　8,415円（税込・3回分）※教材費別途

超初心者から経験者まで、それぞれがやりた
いことをセミマンツーマンでサポートします。

中高年のフリーパソコン教室
PCアシストM＆T代表 岡 麻弥ほか
第1・3月曜10：00～11：30　
21,450円（税込・6回分）※教材費別途

「パソコンライフを楽しんでほしい」「楽しくパソコンと触れ合って
ほしい」をコンセプトに、いろいろな使い方を学習します。

趣味＆フリーパソコン教室
第1・3月曜13：00～14：30　21,450円（税込・6回分）※教材費別途

動物やスイーツなどを描きます。カタチの取り方の
基本を学び、季節のカードなどの応用作品も描き
ます。

眼福ユウコのシンプルかわいい線画イラスト

画家・イラストレーター 眼福ユウコ
9～2月（全6回）第1日曜13：00～15：00
各18,150円（税込）

オリジナル見本を写して描くので初心者でも大丈
夫。講師のデモンストレーションでリアルな手順も
ご覧いただけます。

眼福ユウコのカラフル水彩人物イラスト

iPadの標準文書作成アプリ「Pages」を
使ったことがある人が対象。一歩進んだ
編集機能を学びます。

iPadで文書作成
「Pages活用講座」
ぱそメイト講師 藤永牧子
7～9月（全3回）
第1木曜13：30～15：00
8,415円（税込）
※教材費別途

失敗しないためのポイントを押さえて、手軽
にきれいなバラを咲かせるこつをお教えし
ます。

ローズガーデン
ローズスタイリスト 大野耕生
7～12月（全6回）
第1木曜13：00～14：30
※12/1のみ
　①13：00～14：30
　②15：00～16：30に分けて実施
21,450円（税込）※教材費別途

冠婚葬祭のマナーや年中行事、折形・包
み結びなどについて、現代の暮らしに生
かせる作法や考え方を、実践を交えて学
びます。

美しいふるまいと心づかいを学ぶ
小笠原流礼法入門
小笠原流礼法師範 
金井菱恵
7～9月（全6回）
第2・4日曜10：00～12：00
13,530円（税込）

字や文章が苦手でも、ちょっとしたこつでキ
ラリと光る筆文字に大変身！季節ごとのあ
いさつはがきやカレンダーを作成します。

筆ペンで手軽に楽しい！
魔法の筆文字
（特別講師）伝筆協会代表 侑季蒼葉
伝筆協会認定講師 奥田ひろ子
7～12月（全6回）
第2木曜19：00～20：30
14,190円（税込）
※教材費別途

四季の花や果物、野菜などをモチーフに
描きます。基本的な技法とその応用を作
品製作の中で学び、深めていきます。

基礎からの水墨画
白士会会員 
鵜飼千佐子
第1・3水曜
15：30～17：30
13,530円
（税込・6回分）

混色と重色の違いや、エクステンダー（無
色透明なクレパス）の効果的な使い方な
ど、テーマに沿って、より奥深い応用技術を
伝授します。

クレパス画探検隊
経験者対象
油彩画家 りきやす
7～9月（全3回）
第3土曜
13：30～15：30
8,085円（税込）

驚くほど簡単に描けるテクニックを伝授。ほ
んの少しの絵心があれば大丈夫！目の前で
描いてあげたり、プレゼントしても喜ばれます。

プロが教える即興似顔絵 初心者コース
似顔絵アーティスト
林 みどり
7～9月（全3回）
第4水曜
15：30～17：00
7,755円（税込）
※教材費別途

柔らかいビニールシートと彫刻刀を使
い、驚くほど美しいステンドグラス風アー
トを生み出します。下絵がデザインされて
いるので、「彫る」ことに没頭して楽しん
でいただけるレッスンです。

シャインカービング 初心者コース
SCAインストラクター 
yaccha
7～9月（全3回）
第4日曜
15：00～17：00
7,755円（税込）
※教材費別途

動植物をモチーフにした繊細なデザイ
ンを、小さなはさみだけで作り出す、蒼山
日菜のモノクロームの世界。そのテク
ニックを初歩から指導します。

レース切り絵 蒼山日菜の世界
蒼山日菜レース切り絵認定講師 
髙橋和子
7～9月（全3回）
第4日曜
13：00～15：00
9,405円（税込）
※教材費別途

モノトーンにデザインされた立体感あふ
れるリアルな「マイ仏像」を切り上げるこ
とで、日常では味わうことが難しい「集中
できる時間」の心地よさを体験しましょう。

脳を活性化し心を整える
仏像切り絵
仏像切り絵作家 
西村幸祐
7～9月（全3回）
第1木曜
13：00～14：45
8,415円（税込）
※教材費別途

樹脂粘土でかわいいミニチュアフードを
作ります。粘土の扱い方や成形の仕方
の基礎から学びます。

かわいいミニチュアフード
日本ミニチュアフード協会認定講師 
片桐 操
7～9月（全3回）
第3土曜
13：00～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途

手のひらサイズの豆本は、かわいいミニ
チュア、開いて読める本として楽しめま
す。自分だけの小さな本を作ります。

豆本教室
豆本作家 
松下寛子
（hokori）
7～9月（全3回）
第2土曜
10：00～12：00
11,055円（税込）
※教材費別途

紫外線で固まる樹脂材を使い、パーツ
等を自由に選び、オリジナルアクセサ
リーを作ります。道具類はレンタルできる
ので、手軽に受講できます。

UVレジンアクセサリー
abc500en大須店 
勅使川原由紀ほか
7～9月（全3回）
第3火曜
13：00～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途

板に釘を打ち、規則的に糸を掛けていく
ことで完成する幾何学模様の曼荼羅
（まんだら）アートを楽しみます。

糸かけ曼荼羅アート
糸かけデザイン研究所糸かけ師 
市石真奈美
7～9月（全3回）
第4土曜
13：00～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途

ポーセラーツは、白磁に転写シールを自
由に貼り、簡単に絵付けをします。作品
は実用的に使えます。

ポーセラーツ
＆ポーセリンアート
日本ヴォーグ学園ポーセラーツ倶楽部インストラクター 
中村かな
7～9月（全3回）
第1木曜
13：00～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途

初心者にはカッターの持ち方から指導しま
す。日本の仏像を伊勢型紙彫刻絵画で作り
ましょう！簡単な仏像シルエットや点描で描く
仏像から、ちょっと難しい仏像も制作します。

はじめての伊勢型紙
＆切り絵（カッター派）
日本の仏像を作る
日展会友 六谷春樹
7～9月（全6回）
第1・3水曜
10：00～12：00
14,190円（税込）
※教材費別途

自然木を使って、スプーンやバターナイ
フなどを手彫りします。作品のゆがみや
ふぞろいも味となり大切な部分です。

天然の木でカトラリーを作る
美術家 安原弘高
第2月曜
10：00～12：00
15,510円（税込・6回分）
※教材費別途

スウェーデンで昔から愛されてきた白樺
を使って、「基本のパンかご」「ハンドルバ
スケット」などを作ります。

北欧の白樺バスケット
7～9月（全3回）
Bror代表 
河内山淳子
第1木曜
①10：00～12：00
②13：00～15：00
スウェーデンハンドクラフト協会会員 髙橋麻衣香
第2水曜10：00～12：00
各10,725円（税込）※教材費別途

独特のカラフルな色彩とグラデーションで、アクセサリーやコースターなど、かわい
らしい作品作りを基礎から楽しく指導します。

いろどり鮮やか！南米パラグアイのレース刺繍 
ニャンドゥティ
Academia Mie Elena講師 川村寧子
7～9月（全3回）第3火曜13：00～15：00　
9,405円（税込）※教材費別途

フランスオートクチュール刺繍の中でも、
手刺繍できらびやかなビーズ刺繍を楽
しんでいただける講座です。

オートクチュール刺繍 
手刺繍コース
Salon du Muguet 
nahomi
7～9月（全3回）
第1月曜
10：00～12：00
16,665円（税込）
※教材費別途

生地に下絵を写し、それに沿って羊毛を
専用針で刺すだけのカンタン刺しゅう。
春夏はシルク糸も使い、まるで1点物の
オートクチュールに大変身！1回で1作
品完成させます。

ブラウスやファブリックも簡単大変身！
羊毛刺しゅうでファッションリメイク
羊毛ファッションリメイク講師 大石満子ほか
7～9月（全3回）
第3金曜13：00～16：00
12,705円（税込）
※教材費別途

直径約5cmのパンジー模様のバッグチャームを作
ります。色は当日選べます。

ニャンドゥティのバッグチャームを作ろう

開講当初からのコンセプトで宗教曲や美
しい日本語の叙情歌を合唱します。受講
者は全員2023年7月（予定）の発表会に
出演し、成果を披露します。

結成！さかえ中日
女声合唱団
指揮者、声楽家
永友博信
7～9月（全12回）
土曜15：00～17：00
28,644円（税込）

セレナメソッドで弾く竪琴（ライアー）入門＆初級
セレナ竪琴スクール認定講師 Maeve（メイヴ）
7～9月（全6回）第1・3水曜
①10：30～12：00 ②15：30～17：00
各15,642円（税込）※楽器代別途

ハンガリーで「桜の木のオカリナ」と呼ばれている小さな木の笛。
木が持つ柔らかな音色が心を癒やしてくれるコカリナは、子ども
から年配者までどなたでも楽しめます。木が奏でる優しい音の世
界を感じてみませんか。

コカリナ教室入門
日本コカリナ協会公認講師 浅田純子
7～9月（全6回）
第2・4火曜10：30～12：00
14,322円（税込）※楽器代別途

音楽を楽しむために、正しく楽譜を読みま
しょう。楽典を使い、リズムや和音の聴き
取りをして、基礎能力を高めます。

初めてのソルフェージュ
正しく楽譜を読むためのソルフェージュ
ローランドミュージックスクール講師 木村美奈
7～9月（全6回）
第1・3水曜
15：30～17：00
15,510円（税込）

憧れのスタンダードナンバーをフランス語
で習得しましょう。フランス語が初めての人
でも安心。フランス人講師の発音指導も
あります。

フランス語でシャンソンを歌おう
アリアンス・フランセーズ・愛知フランス協会講師 
富田宝子ほか
7～9月（全6回）
第2・4火曜
13：00～14：30
15,642円（税込）

茶道はまったく初めてという人にお薦めの
講座です。初歩的な作法から、水屋の使
い方、基本的なお点前を指導します。

初めて習う表千家入門
吉田生風庵 吉田のりこ 
角田宗松
7～9月（全6回）
第2・4土曜
18：00～20：00
17,490円（税込）

気後れせずにお茶を楽しむため、初歩的
な作法を学びます。お茶のいただき方、お
いしくお茶をたてるこつをお教えします。

茶道を始めてみませんか
武者小路千家
武者小路千家正教授 
松岡守恭
7～9月（全6回）
第1・3水曜10：30～12：00（入門～初級）
第1・3水曜13：30～15：00（初級～）
第2・4木曜19：00～20：30　各17,490円（税込）

160余種の植物が詠まれている万葉集。万
葉ロマンをひもときながら、暮らしの茶花として
生け表します。

万葉の挿花
万葉いけばな研究家 
庄司信洲
7～9月（全3回）
第2木曜
15：30～17：30
10,395円（税込）
※教材費込み

自然素材、季節を大切にした花材で、年
中行事の花を中心に基本からテーマに
沿ってお伝えします。

花芸安達流
花芸安達流常任教授 
栢森緑曈
第2・4火曜
13：00～14：30
13,530円（税込）
※教材費別途

尺八の力強い音色を楽しみながら、古典
からポップス、ジャズや民族音楽など幅広
いジャンルに挑戦します。

伝統楽器 尺八を楽しむ 入門
都山流尺八 
加藤奏山
7～9月（全6回）
第1・3木曜
18：15～19：15
13,662円（税込）
※教材費別途

日本の大道芸を身につけて人気者にな
ろう！健康増進、脳のトレーニングにもな
る、とても楽しい南京玉すだれです。

南京玉すだれ 初級
大須流家元 
大須くるみ
7～9月（全6回）
第1・3水曜
15：30～17：00
14,190円（税込）
※教材費別途

現役能楽師が能の謡本を読み解き、型
や能面、装束の解説を加えながら能の歴
史、魅力、楽しさをお伝えします。

能楽鑑賞入門
能役者が誘う 幽玄の世界
能楽協会名古屋支部相談役、観世流名誉職分 
久田勘鷗
7/14、8/25、
9/8（全3回）
木曜15：30～17：00
7,095円（税込）
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今回はメルシャン勝沼ワイナリー限定販売品シリーズの赤ワイン編です。

今飲んでおきたい 日本ワイン
9月11日（日）①10：30～12：00 ②13：00～14：30
9月25日（日）13：00～14：30　各4,455円（税込）

ほんの少し知るだけで選ぶ楽しさやおいしさなどが手に入
ります。今回は「ワインの選び方」を中心にお話しします。

基礎を知ればちょっとうれしい 
ワインを楽しむ日曜日
7月10日（日）13：00～14：30　4，455円(税込）

6月29日（水）10：30～11：30　2,200円（税込）
体験講座（登録料不要）

6月28日（火）10：00～11：30　2,387円（税込）
体験講座（登録料不要）

7/11、8/8、9/12（月）10：00～12：00
各2,585円※教材費別途

体験講座（登録料不要）「マドラーを彫る」

特別な演奏法「セレナメソッド」を用いて、竪琴の
可能性を最大限に引き出し、童謡からポップスま
で幅広く合奏を楽しみます。演奏することで自分
自身も癒やされる最高の楽器です。

浄楽寺 不動明王像

そうか

ありマークは講座のZoomライブ配信を行います。 は教室での対面講座も行い、 マークは講座の録画配信も行います。詳細はお問い合わせください。教室同時開催 は教室の大型スクリーンでのライブ配信の視聴が可能です。教室視聴あり

6月21日（火）
13：00～15：00
3,135円（税込）
※教材費別途

いざな




