
シニア向け
元気運動ヨガ
東山ヨガ道場シニアヨガ講師
恒川香枝
10～12月（全6回）
第1・3水曜
10：00～11：00
14,190円（税込）

カラダづくりに必要なのは持続力とバランス力！
ゆったり健康
ヨガ体操
東山ヨガ道場講師
糟谷咲子
10～12月（全6回）
第1・3木曜14：00～15：30
14,190円（税込）

開運 免疫力アップ
美声＆
笑いヨガ
笑いヨガティーチャー
仙石由美
10～12月
（全6回）
第1・3月曜
11：30～13：00
14,190円（税込）

SAYOKO
美ボディウォーキング
美ボディスタイリスト
松原小夜子
10～3月（全6回）
第2土曜
13：00～14：30
14,190円（税込）

SAYOKO美ボディウォーキング
歩き方を変えたら
体が変わる！
SAYOKO美ボディウォーキング講師
渡邉雅美
10～3月（全6回）
第4木曜13：00～14：30
14,190円（税込）

女性に嬉しい体づくり
骨盤底筋群
トレーニング
ACEフィットネストレーナー
柘植美沙子
10～12月（全6回）
第2・4水曜
①14：00～15：15
②15：30～16：45
各14,190円（税込）※教材費別途

ゆっくり動作を行い、筋肉に効果的な刺激を与え
るスロー筋トレ。自分の体に合った正しい運動方
法で、けがなく効果的に「筋肉貯筋」しましょう。

道具不要！関節にも負担が少ない！
無理なくはじめられるスロー筋トレ
健康運動指導士
姿勢健康アドバイザー
西口雄生
10～12月
（全5回）
※初回10/28
第2・4金曜
10：30～12：00
11,825円（税込）

肩、腰、ひざなどの痛みを自身で改善。正しい動
きを忘れてしまった筋肉を再教育することで、体
が最も機能的に働くようにする根本解決のた
めの運動療法です。 

アメリカ生まれの痛み解消エクササイズ
エゴスキューメソッド
エゴスキュージャパン協会認定
Eサイズトレーナー
佐野友紀子
10～12月（全6回）
第1・3水曜
14：30～15：45
15,510円（税込）
※教材費別途 無理な刺激を与えず、痛いところから痛くない方

向へ体を動かし、元の健康な状態に戻すことが
基本。ゆがみからくる不調を取り除きましょう。

からだのバランスを整える
操体法
日本操健法協会会長
高倉春治ほか
10～3月
（全12回）
第2・4月曜
14：00～15：30
25,740円（税込）

社会が大きく変わる今こそ、精神的支柱となる
ヨーガがこころの避難場所として必要ではない
でしょうか。ヨーガの考え方などを伝える座学と
簡単な椅子ヨーガを紹介します。

井坂津矢子の
こころのヨーガ塾
井坂ヨーガ研究所代表
井坂津矢子　
10～12月（全3回）
第1木曜
13：00～14：30
7,755円（税込）

両手両足を別々に、同時に動かすことで認知
機能の強化に役立ち、バランスの取れた姿勢
は転倒予防に最適です。初めての人向けに基
本の動作・流れを1年かけて行うクラスです。

一生続けられる健康運動
はじめてみよう
太極拳
楊名時八段錦太極拳師範
山田はつ江
10～12月
（全6回）
第1・3火曜
15：30～16：45
14,190円（税込）

なぜ、ひざの不調が起こるのか、どんな動き方
ができたら負担がかからないのかを学び、いつま
でも楽 と々動ける体をつくりませんか？

世界変形性関節症会議で認められた体操で
す。身体のゆがみを整え、関節の動きを良くする
ことで、動ける身体をつくります。無理なく簡単
な体操です。健康寿命は足腰から。何歳になっ
ても元気に歩きたいものです。

ひざ・腰・股関節痛ケア体操
ゆうき体操
ゆうき健康関節指導士
看護師 坂下洋子
10～12月
（全6回）
第1・3木曜
11：30～13：00
14,190円（税込）

これから走り始める人、笑顔で完走したい人が
対象。フルマラソンに必要な知識や体力を身に
付けましょう。名古屋ウィメンズマラソン2023参
加権付き（参加費別途・本人のみ有効）。

めざせ完走！名古屋ウィメンズマラソン
ランアップコーチ 角田達彦
10/3、17、11/7、28、12/5、19、1/16、30、
2/13、27（全10回）月曜18：45～20：15
29,150円（税込）

アンチエイジングダンス
100歳まで歩ける身体づくり！
スタジオフィネス主宰
高木那帆
10～12月（全12回）
火曜
11：15～12：30
23,364円（税込）

大須呼吸法リラクゼーション
ゆっくり吐くリラックス呼吸！
中根ダイエット呼吸研究所所長
中根静夫
10～12月（全12回）
水曜10：30～12：00
19,800円（税込）

シニアのための脳トレピアノ®

楽譜は読めなくても、初心者の方は1本指でもOK
全国ゆうゆう塾®協会 ピアノゆうゆう塾®

認定講師 岡山美紀ほか
11～1月（全6回）第1・3木曜15：30～17：00
13,992円（税込）※キーボードレンタル代等別途
「ピアノ指導」に脳トレ、ゲーム、コーチング、心理学などのエッセンスを
プラスしたユニークな内容です。好奇心を刺激し、ピアノが楽しく弾ける
ようになり、普段の生活の中に無い動きを楽しみながら行うことで「脳が
活性化する」プログラムを積極的に取り入れています。

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
10～12月（全6回）第1・3水曜15：30～17：00
15,510円（税込）
分かっているようで、分かっていない楽譜。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。
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体験講座
（登録料不要）

9月21日（水）10：00～11：00
1,705円（税込）

体験講座
（登録料不要）

9月15日（木）14：00～15：30
2,365円（税込）

体験講座
（登録料不要）

10月10日（月）14：00～15：30
2,145円（税込）

体験講座
（登録料不要）

10月8日（土）13：00～14：30
2,365円（税込）

体験講座
（登録料不要）

10月27日（木）13：00～14：30
2,365円（税込）

体験講座
（登録料不要）

9月28日（水）10：30～12：00
1,650円（税込）

1カ月体験講座
（登録料不要）

10/4、11、18、25（火）11：15～12：30
7,788円（税込・4回分）

日常の姿勢や歩き方を正しく整えることで、
若 し々い見た目、引き締まった身体をつくりま
す。体を伸ばす・緩めるストレッチをしてから全身
の筋肉を使ってしっかり歩きます。

息をゆっくり吐くことから始め、自分のペースで
無理しないやり方で椅子に座ってでもできる楽
しい呼吸法です。

朝の爽やか大須呼吸法
爽やかな呼吸を吐きに来ませんか
中根ダイエット呼吸研究所所長
中根静夫
10～12月（全6回）
第2・4金曜10：00～11：00
11,880円（税込）

体験講座
（登録料不要）

9月30日（金）10：00～11：00
1,980円（税込）

爽やかな口笛呼吸でリラックスから始めましょう。呼吸
しながら自然にわいてくる動きや型、ポーズは自由で
独創的に。自分に合った呼吸法を作り上げましょう。

骨盤底筋群が衰え、骨盤がゆがみ、内臓が下
に落ちることでぽっこりおなかや頻尿などに。姿
勢が崩れ、体に負担も。体幹部を鍛え、若 し々
い体づくりをサポートします。

体が動かしづらい、今までのヨガについていけ
ない、そんな悩みを楽しく解消！椅子に座り、肩
や股関節まわりをほぐす貯筋の運動で姿勢改
善。健康寿命を延ばしていきましょう！

身体のゆがみや凝りなどを取り除くために体を
整える体操を、ヨガの呼吸法・動きをベースに
行います。運動に不慣れな人も安心。「自分の
ペースに合わせた運動」を行いましょう。

ポッコリおなか、猫背で反り腰などの悩み。美脚
になりたい、ヒールできれいに歩きたいといった
望み。姿勢と歩き方のレッスンで女性らしいスタ
イルアップを手に入れましょう。日常生活で笑うことが少なくなったと感じていま

せんか？声を磨く美声講座とインド発祥笑いの
体操とヨガの呼吸を組み合わせた笑いヨガの
両方を学べるお得な90分です。

名古屋スポーツセンター会場（名古屋市中区門前町）ひざ痛改善教室
動きケアプラス
Linkage 
リンケージ代表
mariko
10～12月
（全6回）
第1・3月曜
9：45～11：00
12,870円（税込）

体験講座
（登録料不要）

10月6日、20日（木）15：30～17：00
各2,332円（税込）※キーボードレンタル代等別途

100歳まで元気に歌いましょう！
名古屋芸術大名誉教授、声楽家
三輪弘美
9月15日（木）13：00～14：30
9月19日（月）10：30～12：00
各3,157円（税込）
正しい発声法で歌うと横隔膜筋、骨盤底筋が生き返り、肺活量が増
えます。息をしっかり吐いて楽しく歌いましょう。

登録料不要

全身を使って、音楽を聞きリズムに乗る、右脳と
左脳を両方使うエクササイズ＆ダンスはアンチ
エイジングにぴったり！誰にも迷惑をかけないで
笑顔で過ごせる身体づくりをしませんか。

14,322円 ⑥
安田 健名曲を歌う 第2･4土曜

10：30～12：00
歌曲とオペラを
歌おう

第2･4水曜
15：30～17：00大西由則

柳澤恵子童謡・唱歌を歌おう 14,322円 ⑥第1・3水曜
14：00～15：30

歌
う

ジャズボーカル

小粋なポップス＆
スタンダードジャズ

Chia（チア） 16,302円 ⑥

第2･4火曜
13：00～14：30
（入門クラス）
15：00～16：30

第2･4火曜
18：30～20：00

くりたさかえみんなで歌おう 
歌のひろば 14,322円 ⑥第1・3月曜

15：20～16：50

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

コーラスを楽しもう★ 守屋貴美子 14,322円 ⑥第2･4木曜
19：00～20：30

混声コーラス 三島千与美 24,684円 ⑫金曜
15：30～17：30

男声合唱 大久保 亮 19,503円 ⑨第1・2・3水曜
12：00～13：30

さかえ中日女声合唱団★ 永友博信 28,644円 ⑫土曜
15：00～17：00

歌
う

奏
で
る

コカリナ教室 浅田純子 14,322円 ⑥第2･4土曜
17：30～19：00

ウクレレソロ入門 渋谷典昭 13,662円 ⑥第2・4土曜
15：30～17：30

noriのウクレレレッスン入門 nori 15,642円 ③第1・3金曜
13：00～14：30

はじめての一五一会 yasubei 18,942円 ⑥第2･4火曜
19：00～20：30

マンドリンアンサンブル
「クリスタル」 坂井千草 16,962円 ⑥第2･4火曜

10：00～12：00

癒やしの竪琴（ライアー）入門 村松真由美 13,662円 ⑥第2・4金曜
13：00～14：30

シニアのための
脳トレピアノ®

相馬和子

水野湖季 ほか
13,992円 ⑥

第2・4火曜
15：30～17：00
第2・4水曜

15：30～17：00

中国の胡弓を楽しむ 仲島千創 15,642円 ⑥
第2･4土曜

15：30～16：30
16：35～17：35

セラリーナ 吉川晴恵 14,322円 ⑥第2･4水曜
13：00～15：00

リコーダーアンサンブル入門

リコーダーアンサンブル
加藤奈保 14,322円 ⑥

第2･4金曜
10：00～11：30
第1･3金曜

10：00～11：30

楽しく、 上達！
フルート教室
（グループレッスン）

西野友美 17,622円 ⑥

経験者
クラス

入門
クラス

第1･3金曜
18：30～20：00
第2･4水曜

18：30～20：00

癒やしの
竪琴（ライアー）

Maeve
（メイヴ） 15,642円 ⑥

初級～
中級

入門～
初級

第1・3水曜
10：30～12：00
第1・3水曜

15：30～17：00

オカリナ入門 13,662円 ⑥

オカリナ中級
大山幹生

14,322円 ⑥

第2･4土曜
13：00～15：00
第2･4土曜

15：30～17：30

カホン入門

カホン初級
中村 新 14,322円 ⑥

第2・4水曜
19：00～20：30
第1・3木曜

19：00～20：30複音ハーモニカ中級 13,860円 ⑥
大澤龍己

戸田 明

第2･4土曜
12：30～14：30
15：30～17：30
第1･3日曜

10：00～12：00

アコーディオンを楽しむ 田中光照 14,322円 ⑥第1･3土曜
15：30～17：30

シャンソンをフランス語で
歌いたい！ 富田宝子 15,642円 ⑥第1・3火曜

13：00～14：30
カンツォーネと
ポピュラーソング 渕本晴都子 14,322円 ⑥第1･3火曜

15：30～17：30
讃美歌で
心のやすらぎを 小原恒久 16,302円 ⑥第2･4火曜

10：00～12：00
中高年の
ヴォイストレーニング 出田光代 14,322円 ⑥第1･3火曜

10：00～11：30
元タカラジェンヌによる
ときめきのスミレボーカル★

美苑えりか
京樹真那 10,131円 ③第3日曜

13：00～15：00
複音ハーモニカ
入門・初級 小谷直美 13,200円 ⑥第2･4土曜

13：00～15：00

山内秀紀楽しいクロマチック
ハーモニカⅡ 14,322円 ⑥第2･4月曜

10：15～11：45

大人の
鍵盤ハーモニカ 前川礼子 15,642円 ⑥

第2・4月曜
10：30～12：00
13：00～14：30

田村美沙の
おしゃれなシャンソン

田村美沙
加藤理真 15,642円 ⑥第1･3土曜

13：00～14：30

15,642円 ⑥シャンソンを歌おう 加藤修滋 第1･3水曜
16：00～17：30

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

60歳からの
健康体操

堀田洋子

徳武 徹
24,420円 ⑫

大原留美子
吉本直美

ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

月曜
10：00～11：10
11：30～12：40

木曜
9：50～11：10

木曜
13：30～14：50

リズム体操★ 前田洋子 24,420円 ⑫木曜
11：30～13：00

中高年の
懐メロ健康体操 村山千秋 24,420円 ⑫火曜

9：30～10：40

呼吸法と若返りの秘技
チベット体操 松下信義 7,755円 ③第4日曜

10：30～12：00

からだにやさしい
シニア体操

安田いづみ
ほか 14,190円 ⑥第1･3土曜

13：00～14：00

ハワイアン
フィットネス★

高山衣里
ETSUKO ほか 14,190円 ⑥第1･3金曜

11：00～12：00

女性のための
バランスボール
エクササイズ★

kiyomi 14,190円 ⑥第2･4月曜
10：00～11：15

女性のための
骨盤おこし★ 中村よし子 15,510円 ⑥第1日曜

11：30～13：00

女性のための
ストレッチ＆美骨
エクササイズ★

ハットリアキコ
ほか

14,190円 ⑥第1・3木曜
12：30～13：30

エゴスキュー 佐野友紀子 15,510円 ⑥第2･4金曜
14：00～15：15

50歳からの
筋力UP体操 平松英子 14,190円 ⑥第1･3火曜

9：45～11：00

加藤孝子イキイキ健康体操★ 13,530円 ⑥第1・3月曜
13：15～14：45

『医療体操』 
ラフィーラ★

大原寿美
松田生子 13,530円 ⑥

第2･4火曜
15：30～16：30
17：00～18：00

のびのびストレッチ
前田洋子

安立佳代子
24,420円 ⑫

金曜
14：00～15：30★

金曜
16：00～17：30

健康（ハビリ）体操 加納 豊 23,100円 ⑫木曜
9：30～11：00

骨盤の歪みを治す
自力整体 土田晶子 14,190円 ⑥第1･3金曜

12：00～13：30

中高年のヨガ
松下 清
下条萌妃
西頭真弓

23,100円 ⑫

24,420円 ⑫

火曜
9：30～11：00
11：30～13：00
13：30～15：00

中高年のヨガ★ 岩田とく子
月2回コース
14,190円 ⑥
月4回コース
24,420円 ⑫

第1･3木曜
10：00～11：30
第2・4木曜

10：00～11：30
木曜

10：00～11：30

内側からきれいになる！
ヒーリングヨガ YOKO 14,190円 ⑥第1･3水曜

9：45～11：00

足心ヨーガ
井坂津矢子
竹原由美
服部みちよ

24,420円 ⑫

水曜★
10：00～11：30

金曜★
10：00～11：30
12：00～13：30

ストレッチヨーガ 林 弘美 24,420円 ⑫

月曜
10：00～11：30
13：30～15：00
15：30～17：00

気持ちもからだも楽になる
いきいきヨーガ 西尾房子 第2･4月曜

13：15～14：45 14,190円 ⑥

四季のヨーガ
季節と共に変化する
心とからだを愛しむ

田中 泉 14,190円 ⑥第1・3木曜
15：30～17：00

竹原由美
服部みちよ
明石美知代

月曜
18：30～20：00

水曜
12：00～13：30

24,420円 ⑫

フロアバレエ 佐々木達也 18,150円 ⑥

第2金曜
18：30～19：30

19：40～20：40
第3土曜

15：30～16：30
16：40～17：40
17：50～18：50

体幹トレーニング
玉田鷹士
薩摩屋 羽
藤田大介

月2回コース  
14,190円 ⑥
月4回コース  
27,060円 ⑫

第1･3木曜
19：00～20：30
第2･4木曜

19：00～20：30
木曜

19：00～20：30

第1･3火曜
15：30～17：00
第2･4火曜

15：30～17：00
火曜

15：30～17：00

ダンスエクササイズ★ 高木順子 24,420円 ⑫水曜
18：30～19：45

美声＆笑いヨガ★ 仙石由美 14,190円 ⑥第1・3月曜
11：30～13：00

女子マラソン
“美ジョガークラブ”★ 竹内伸也 ほか 33,275円 ⑪第1・3日曜

9：00～11：00

リフレッシュ・ダンス
＆エクササイズ★

トレーニング科学
研究所講師 13,530円 ⑥第2・4土曜

18：00～19：30

躰道（たいどう） 山本清隆 7,095円 ③第4日曜
10：00～12：00

中国武術
長拳・形意拳 張 成忠 ほか 24,420円 ⑫日曜

15：00～16：30

ピラティス 長尾富美子
ほか 14,190円 ⑥第2･4土曜

10：30～11：30

ジークンドー入門 牧田大策 14,190円 ⑥第2・4日曜
13：15～14：45

古武術に学ぶ健康維持
トレーニングを
しないトレーニング 

山口 潤 15,510円 ⑥第1･3金曜
10：00～12：00

ヨ
ガ

太
極
拳
・
気
功

ヨ
ガ

心と体のリフレッシュヨガ
青木久枝 24,420円 ⑫

心と体にやさしいヨガ

土曜
13：30～15：00

土曜
15：30～17：00

リフレッシュヨガ 伊藤由紀子 24,420円 ⑫土曜
10：00～11：30

心が安らぐアロマヨガ★ 桑原かなえ 14,190円 ⑥第1･3土曜
10：00～11：30

中高年のための
安眠・安らぎヨガ★ 岡田登志子 23,100円 ⑫金曜

16：00～17：30

体幹ヨガ 松下美枝 23,100円 ⑫木曜
18：15～19：45

こころとからだの
ヨーガ 戸田 恭 23,100円 ⑫金曜

13：00～14：30

リラクゼーションヨガ★ 渡辺未来 23,100円 ⑫金曜
10：00～11：30

らくらく気功健康法 大橋孝子 23,100円 ⑫火曜
9：30～11：00

陳式太極拳と制定拳
扇・陳式太極拳初級

二宮恒夫
花井由美
ほか

月2回コース
14,190円 ⑥
月4回コース
24,420円 ⑫

第1･3月曜
18：30～20：30

第2･4月曜
18：30～20：30

月曜
18：30～20：30

太極拳 制定拳 張 成忠
ほか 24,420円 ⑫日曜

13：00～14：30

太極拳 剣専科 坂野真理子 14,190円 ⑥第1・3日曜
14：00～16：00

太極拳 制定拳 張 成忠
深見昌代 24,420円 ⑫木曜

13：30～15：00

太極拳 制定拳 花井由美 23,100円 ⑫日曜
11：30～13：00

楊名時八段錦
太極拳 山田はつ江 23,100円 ⑫火曜

13：30～15：00

太極拳
総合42式・
陳式38式太極拳
全日本太極拳協会

丁 傑 23,100円 ⑫木曜
16：00～17：30

やさしい気功太極拳
養生導引気功洪式太極拳 古川武光 13,530円 ⑥

第2･4水曜
9：30～11：00
第1･3日曜
9：30～11：00

太極拳
制定拳・剣・扇・推手
全日本太極拳協会

高橋裕美子
正木映子 23,100円 ⑫

木曜
14：00～15：30

16：00～17：30

健康太極拳

初心者の太極拳
康 冬玲 24,420円 ⑫

火曜
15：30～17：00

木曜
15：30～17：00

週1回コース  
24,684円⑫
週2回コース  
41,448円㉔

大人の
やさしいバレエ

越智インター
ナショナル
バレエ講師

水曜
19：00～20：30

土曜
17：30～19：00

ステージダンス★ 美苑えりか 10,131円 ③第3土曜
18：00～20：00

カントリーラインダンス 佐伯出美 14,322円 ⑥第1･3火曜
19：00～20：30

キューバサルサ マレロ恵美子 14,982円 ⑥第1･3日曜
10：30～12：00

やさしい
ジャズダンス★ 市川裕子 24,684円 ⑫火曜

18：30～20：00

タヒチアン
ダンス 加藤智恵 13,662円 ⑥

第1・3日曜
9：50～10：50

中高年の体にやさしい
ジャズフィットネスダンス 奥野由賀 24,684円 ⑫金曜

14：00～15：30

リラックス
健康ジャズダンス 豊田公子 24,684円 ⑫水曜

11：30～13：00

アンチエイジング・
エクササイズ＆ダンス★ 高木那帆 23,364円 ⑫火曜

11：15～12：30

ミセスのストレッチ
&ダンス★ 杉浦節子 24,684円 ⑫水曜

13：30～15：00

バレエ入門★ 市岡欣樹
市岡芳美 24,684円 ⑫日曜

12：30～13：30

大人のためのバレエ
24,684円 ⑫

月曜
12：00～13：30

韓国舞踊の
世界へ
ようこそ★

黄 善花 16,962円 ⑥

第2･4火曜
13：45～15：00
第1･3月曜

14：00～15：30

入門

中級

入門

初級

社交ダンス中級 後藤茂宏
佐久間鎮子

26,004円 ⑫

14,322円 ⑥第2･4火曜
13：30～15：00

火曜
13：30～15：00

12,342円 ⑥

フラダンス
入門～経験者★

水野節子

豊田幸江

杉浦真弓

第2･4月曜
11：45～13：00
第1･3土曜

11：00～12：15
第2･4日曜

10：00～11：15
13：30～14：45

第2・4水曜
11：30～12：45

第1・3水曜
11：30～12：45

社交ダンス上級
松岡一昭

加藤一男
法月芳枝

26,004円 ⑫

土曜
12：00～13：30

土曜
16：00～17：30

13,662円 ⑥

ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

14,322円 ⑥“歌声ひろば”
みんなで歌おう ささはらなおみ

第1･3木曜
15：00～16：30
第2･4木曜

15：00～16：30

ゴスペルを歌おう 瀬谷千鶴 14,322円 ⑥
第1･3月曜

18：30～20：30

クラシックバレエ 月曜
19：00～20：30

三輪弘美
つじ村ふみ恵
岸田寛子
奥村育子
柴田智世
神田千里
平山晶子
粟屋 京
秀平雄二

18,942円 ⑥

有酸素呼吸で
元気に歌おう！

第2･4月曜
10：30～12：00

懐メロ音楽療法歌 第2･4月曜
13：00～14：30

楽しく歌って
誤嚥性肺炎を防ぎ、
健康寿命を延ばそう！

第1･3木曜
13：00～14：30

シニアの歌唱・
ボイストレーニング

第2･4木曜
13：00～14：30

心ときめく
名曲を歌う！

第1･3月曜
13：00～14：30

第1･3月曜
10：30～12：00

アフターコロナの
ための健康歌唱

奏
で
る

楽しいクロマチック
ハーモニカ 13,662円 ⑥第2･4月曜

12：00～13：00

フラガール★
水野節子 第1･3金曜

18：30～19：45

堀 里美 第1・3木曜
18：30～19：45

脳内酸素呼吸で
生き生き元気！ 18,942円 ⑥第1･3土曜

10：30～12：00

基礎のボイストレーニング
カラオケ上達法・歌唱法
正しい息の出し方教えます

15,642円 ⑥第1･3金曜
18：30～20：00

女声コーラス★
石原まりあ 23,364円 ⑫水曜

10：00～11：30

長柄孝彦 24,684円 ⑫木曜
10：00～12：00

第2･4日曜
15：00～17：00

第2･4日曜
15：00～17：00

ホームヨーガ 権田芳子 24,420円 ⑫木曜
12：00～13：30

ダ
ン
ス

社交ダンス
初・中級 安藤裕一

河内芳江

渡辺黎子
23,364円 ⑫

金曜
10：00～11：30

金曜
12：00～13：30

社交ダンス入門 澤田恭子 23,364円 ⑫火曜
11：30～13：00

レイナニ山田
第1・3日曜

13：30～14：45

第1・3日曜
11：00～12：00

14：50～16：05
13,662円 ⑥楽しいフラダンス

佐々智恵子
バレエ団講師

ダ
ン
ス

大人の楽しい
キーボード 鍬田基子 18,282円 ⑥

第1・3火曜
13：00～14：00

15：30～16：30
14：15～15：15

音楽

電話    0120－53－8164  受付時間 10：00～19：00（日曜17：00まで）
 ★印は、女性限定講座です。講座表内の料金は税込表記です。

7

健康・ダンス

一部の講座を除き、見学が可能です。お申し込み方法は最終面をご確認ください。

「太極拳・ヨガ」講座体験（登録料不要）
一人1講座1回限り、1回分の受講料で体験できます。
太極拳は10月、ヨガは11月の日程からお選びください。
※一部対象外の講座もあります。


