
 

 

のんびりハンドメイド こども週末クラス 

ＴＥＬ054-634-3330 
藤枝スクール 

JR藤枝駅南口から徒歩 2分 ホテルオーレ３F 
受付営業時間（月）～（土）10：00～20：00※（月）15時まで、第 2.4（日）は変則 

■藤枝市前島 1-3-1  駐車場はオーレ藤枝第 1.3.4パーキング受講時 2時間 P無料サービス有 

 

5/19㈭ 
スタート 

2022 年秋 

新講座＆ 
1 日講座号 

詳しくは、 

ホームページを 

ご覧下さい 

➡ 

自己投資でスキルアップ 

流行の曲で踊ろう   
【小学 1年生～】 

K-POP＆ガールズ 
HIPHOP 

今流行りのグループ 
ナンバーに合わせて 
アイドルになりきって 
踊ってみよう！ 
ダンス初心者大歓迎！ 
■第 1・3(土)13：00～14：00 
特別体験会①9/17（土）2,090円（要予約） 

■受講料：12,540円（3カ月 6回分） 

■教材費：132円（音楽著作権料 3ヵ月分） 

保険料 90円（３ヵ月分） 
■講師：ダンス歴 16年以上 Miyuca 

随時入会可 織りテープを糸留めして 
美しい空間を作る手芸 

はじめての 
バテンレース 
織りテープを糸留め 
して美しい模様を 
縫ってみましょう。 

■第 1・3(水) 
13：00～15：00 
※初回のみ第 4(水) 

事前体験会 10/19(水)※ドイリー（花瓶敷作り） 
■受講料：13,200円（3カ月 6回分） 

■教材費：1,700円程度(道具セット) 

■講師：バテンレース講師 藤沢 久江 

NEW 

10/26㈬ 
スタート 

糖質が気になる方に 

グルテンフリー 
の料理＆スイーツ 

 
 
 
 
◆10/18 バナナプリンと米粉のﾊﾛｳｨﾝクッキー 

◆11/15 豚こま白菜の重ね煮ｽｰﾌﾟさつまいもの

炊き込みごはん 

◆12/20 ｸﾘｽﾏｽ・ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞと黒糖くるみ田作り 

■第３（火）10：00～12：00【10/18、11/15、12/20】 

■受講料：8,250円（3カ月全 3回） 

■教材費：3,300円（3ヵ月分） 

■講師：ms.lautrec主宰 藤田 綾 

食材の選び方や
置き換えのコツ
を学びましょう。 

3回完結 

10/18㈫ 
スタート 

暮らしを豊かに 

人気の日曜日レッスン 

エンジェルバレエ（日） 
【対象：３才半～】  
※2年に 1度程度発表会有 

クラシックに 

モダンバレエの 

要素も取り入れた 

レッスンです。 

■第 2・4(日) 

11：00～11：50 

体験 1,980円（要予約） 

■受講料：9,900円（3カ月 6回分） 

■教材費：132円（音楽著作権料 3ヵ月分）保険料 90円 

■講師：富田バレエ・アーツスタジオ講師 富田 志保 

随時入会可 

講座のご受講には、入会金大人 3,300円、中学生以下 1650円がかかります。1日講座・体験レッスンは入会不要です。 
別途維持費が、継続講座 1か月 330円、1日講座 110 円がかかります。全て税込表示。キャンセルはご入金前に要連絡。 

自家製のフレッシュハーブを使用 ！ 

ハーブブーケ＆ 
フレッシュティー 

 
 
 
 
◆10/17 秋のﾌﾚｯｼｭﾊｰﾌﾞﾌﾞｰｹとﾊｰﾌﾞｽｷﾝｹｱ 

◆11/21 初冬のﾊｰﾌﾞﾌﾞｰｹとﾊｰﾌﾞｽﾁｰﾑ 

◆12/19 温まるﾊｰﾌﾞ入浴剤とﾄﾞﾗｲﾊｰﾌﾞﾃｨｰ 

■第 3(月)13：00～14：30 

■受講料：8,250円（3カ月全 3回分） 
■教材費：8,910円（3ヵ月） 

■講師：Olive berry 鈴木 亜季 

ハーブティーを飲みな 
がらフレッシュハーブ 
ブーケを作って楽しみ 
ます。 

NEW 

10/17㈪ 
スタート 

素敵な写真を手軽に♪ 

スマホで綺麗に撮る 
写真教室 

スマホを使って気軽に 
写真を楽しみましょう。 
ちょっとしたコツで 
グーンと変わります。 

◆10/18 スマホ撮影の基本・画像編集① 

 雑貨を素敵に撮りましょう 
◆11/15 スマホで動きの速いものを 
 撮りましょう・画像編集② 
◆12/20 お散歩撮影：スマホでの動画撮影 

■第３（火）10：30～12：00 
■受講料：8,250円（3カ月全 3回） 

■教材費：660円（3ヵ月） 

■講師：女性カメラマンチーム 『ふぉと＊いろ』 

NEW 

10/18㈫ 
スタート 

洋裁の基礎を学びましょう 

洋裁で大人の 
リラックスウェア作り 

■第 4（月） 
10：00～12：00 

■受講料：7,260円（３カ月３回） 

■教材費：1,200円（生地代）330円（ミシン使用代） 

■講師：やぎたきソーイング教室主宰 八木裕美 

NEW 

10/24㈪ 
スタート 

大人体型のためのﾘﾗｯｸｽ 
ウェアを作ってみよう。 
1本目の材料は講師が 
用意。2本目はお好きな 
生地で秋用のパンツに 
挑戦します。 ■第１（火）13：30～15：30 

事前体験会 10/18（火） 

受講料 2,530円 教材費 2,970円 

■受講料：7,590円（３カ月３回） 

■教材費：実費（作品により変わります） 

■講師：アトリエＨappy Space 主宰 山本智世 

かぎ針を使って、ワイヤー 

ｱｸｾｻﾘｰの製作を楽しみます。

体験会ではネックレス＆ 

イヤリング（ピアス）セット 

を作ります。 

ワイヤーをかぎ針で編む 

ワイヤー＆ジュエリー 

NEW 
11/1㈫ 
スタート 

古着や古布を再生して楽しもう 

はじめての 

裂織り＆手織り 

古着や古布などを裂いて 
織り込む『裂織り』と、 
木枠で手軽に織る 
『手織り』で織物作りを 
楽しんでみましょう。 
■第 2・4(水) 

14：00～16：00 
■受講料：14,520円（3カ月 6回） 
※初回のみ道具代6,500円程度（織り機代） 

事前体験会 10/12（水）体験料 2,420円 

※別途教材費 1,000円（織り機・布代）➡当日講師へ 

■講師：静岡県工芸家協会会員 生越 千鶴子 

NEW 

10/26㈬ 
スタート 

楽しく歌って健康づくり 

発声＆童謡 
流行歌を歌おう 
懐かしい童謡や 
流行歌など、 
リクエストにも 
答えながら一緒に 
歌ってみませんか。 

■第 2・4（水）13：30～15：00 
■受講料：14,520円（３カ月６回） 
■教材費：330円 

■講師：ミネハハ歌の教室講師 丸茂 智以 

ReNEW 

10/12㈬ 
スタート 

アメリカ発の新エクササイズ 

マットエクササイズ＆ 
ピラティス 
アメリカ生まれの 
「ストレッチーズ」を 
使った新しいｴｸｻｻｲｽﾞ。 
体験 10/18(火) 

■①第 1・3(火)10：00～11：00 
②毎週(金)20：00～21：00 

■受講料：①11,880円(3カ月 6回) 
②18,150円（3カ月 11回） 

■教材費：①990円②1,815円 

 

 

NEW 

①11/1㈫ 
スタート 

椅子での参加も可能 

からだ回復！ 
健康体操 
激しい運動が苦手な方、 
体力に自信が無い方も 
無理をせず安心して 
出来る全身体操です。体験 10/20(木) 
■①第 2・4(木)13：30～15：00 
②毎週(木)9：45～11：15 

■受講料：①11,880円（3カ月 6回） 

②19,800円（3カ月 12回） 

■講師：疲労回復インストラクター 専任講師 

NEW 

①10/27㈭ 
スタート 

型紙づくりの基礎から学べる 

はじめての洋裁 
自分サイズの洋服 
作りを、型紙作りの 
基礎から学ぼう。 

■第 1・3(金) 
10：00〜12：00 
13：00〜15：00 

■受講料：19,800円（３カ月６回） 

■教材費：660円 

■講師：国家洋裁一級技術士指導員 三輪りき江 

4名限定募集 

大人気のかごバッグ作り 
樹皮＆つるの 
籠編み 
天然素材の『つる』を 
使って、横長のA4 
サイズ程度のバッグを 
作ってみましょう。 
体験 2,530円（教材費実費 1,000円程度） 
■第 1・3（月）①10：00〜12：30 

②13：00〜15：30 
■受講料：各 13,200円（3カ月 6回） 

■教材費：材料費実費 6,000円程度(つる代)  

■講師：真木雅子ラタンアートスクール講師 南雲 葉子 

随時入会可 

※高さ 15ｃｍ程度 

メディアも注目！中山みどり認定 

羊毛フェルトで 
愛犬愛猫を作ろう 
可愛いうちの子を 
写真をもとに羊毛 
を使って作ろう。 

見学日 9/30（金)14：00～（要予約・無料） 
■第 4(金)13：00～16：00 
■受講料：26,400円（６カ月６回） 
■教材費：実費１体 3,960円 

■講師：中山みどり認定講師＆マイスター裕美子 

 

ReNEW 

10/28㈮ 
スタート 

顔彩を使って描く 

季節の絵てがみ 
絵てがみの基本から 
ちぎり絵や消しゴム 
遊印・墨流し等、楽しい 
技法で描いてみよう。 
■第４（月）13：30～15：30 
※初回のみ第５(月） 

体験 3,080円（教材費 2,750円） 

■受講料：7,590円（３カ月３回） 

■講師：日本絵手紙協会公認講師 甲斐 節子 

NEW 

10/31㈪ 
スタート 

お問い合わせ 

新型コロナウイルス対策実施中 

JR藤枝駅南口・ホテルオーレ３F 

NEWマークの新講座、常設講座 
どちらも随時入会が可能です。 

女性講師が丁寧に指導 

書道毛筆・ボールペン・筆ペン 

美しい字は一生の宝物。 
■①第 1・3(火) 

10：00～12：00 
②第 2・4(土) 
14：30～16：00 

■受講料：10,560円（3カ月 6回分） 
■教材費：実費（書誌代） 

体験 2,365円（要予約） 

■講師：静岡県書道連盟推薦教授 石橋 紅華 

随時入会可 軽くて丈夫! 100色から選べる 

クラフトバンドの 
かごバッグ＆雑貨 
お洒落なA4籠バッグ 
とミニ籠を作ろう。 
■第 2・4（木） 
①10：30～12：30 
②13：30～15：30 

体験 2,530円（教材費実費 1,000円程度） 

■受講料：14,520円（３カ月６回） 
■教材費：実費 500円～3,500円程度 

■講師：クラフトバンドエコロジー協会 滝下祥子 

随時入会可 

面接や印象 UPなど目的に合わせて 

話し方プライベートレッスン 
相手に伝わる話し方や 
上手な話の聞き方など 
目的や悩みに合わせて 
学べる個人レッスン。 

■60分講座×5回（３カ月） 
※予約時に、ご都合の良いスタート日を 

2～3日教えてください。 
■受講料：27,500円（3カ月全 5回） 
■教材費：825円（資料代） 
■講師：フリーアナウンサー 松下 俊恵 

■第 2・4(木)19：00～20：00 

【10/27,11/10,11/24,12/8,12/22】 

■受講料：11,550円（3カ月全 5回） 

■講師：投資ストラテジスト 渡邊 希史 

資産運用をこれか
ら始めたい方に。
外貨、債券、税制
優遇の知識など即
実践に活かせる知
識が満載です。 

【入会不要】 3カ月で基本を習得 

はじめての投資の学校 
ReNEW 
スタート日 

相談 

NEW 

10/27㈭ 
スタート 

エスパルスドリームフィールド藤枝 

KID’S走り方教室 
【対象：小学 1年生以上】 

 
 
 
 

■全 4回(土)  

13：00～14：00 
■受講料：11,000円（3カ月全 4回） 

■会場：ドリームフィールド藤枝（青葉町 1-1-23）P有 

■講師：JAAF公認ジュニアコーチ 星 利光 

こども講座 

随時入会可 

人生を楽しく生きるためのヒント 

幸せ発見！手相入門 
手相は、人生の羅針盤。 
実生活に役立つ手相の 
見方を楽しく解説します。 

■第 4(金) 
10：30～12：00 
6カ月全 6回 

■受講料：15,180円 

■教材費：3,520円 

■講師：東明学院専任講師 

NEW 

10/28㈮ 
スタート 

解りやすい指導で人気の講師 

初めての中国語 
（北京語） 
中国語（北京語）の 
発音・文法を実力派 
講師が優しく指導します。 

■第 1・3（木） 
10：30～11：30 

■受講料：11,000円（３カ月５回） 

■教材費：550円 
■講師：静岡県立大学非常勤講師 王 元武 

NEW 

10/20㈭ 
スタート 

立体の物作りを楽しみたい 

こどもアート＆図工 
【対象 4 才～小学生】 
粘土などを使って 
立体の作品作りを 
楽しむ月 1回クラス。 
※小学 1年生以下は保護者同伴 

■①第 2(土)10：00～11：30 
②第 4（土）13：00～14：30 

■受講料：6,270円（3カ月 3回分） 
■教材費：3,300円（3カ月 3回分） 

体験各 2,420円 ■教材費 1,100円 
■講師：武蔵野美術大学卒業 美術講師 土橋 明日香 

随時入会可 

随時入会可 

※ステップアップ有 

体験日 
9/11㈰・9/25㈰ 

経験豊富な実業団 
短距離走・元コーチが 
教える速く走るコツ。 

現地集合＆解散 

■講師：Hoshikage Community代表 星景 友綺 



講 座 名 日時 ＜随時入会可＞ 体験料 水彩画（金）杉村 第 2.4(金)10：00～12：00 2,750円 

こども自由アトリエ 第 1.3（水）15：30～1800 2,255円 いろえんぴつ画 第 2.4(金)13：00～15：00 2,750円 

フラガール 月 3回（水）17：15～18：15 1,980円 パステルで描く 第 4(火)13：30～15：00 2,860円★ 

クラシックバレエ子供 毎週（木）16：30～17：30 2,090円 油絵＆水彩画/夜 第 2.4(木)19：00～21：00 2,860円 

こども金曜の書道 月３回(金)16：00～18：00 1,980円 日本画 第 1.3(金)10：00～12：00 2,750円 

キッズダンス 毎週（金）18：50～19：50 1,980円 油絵＆水彩：午前 第 1.3（水）10：00～12：00 2,750円★ 

こどもそろばん 毎週(土)10：00～11：00 1,760円 油絵＆水彩：午後 第 1.3（水）13：00～15：00 2,750円★ 

こどもアート＆図工 第２（土）10：00～11：30 2,420円★ 筆ペンで描く 伝筆 第 1（木）10：00～11：30 2,640円 

こどもアート＆図工 第 4（土）13：00～14：30 2,420円★ 筆ペンで彩むすび書 第４（月）10：30～12：00 2,860円★ 

こども土曜の書道 第 2.4(土)13：00～14：10 2,035円 鉛筆ドローイング（画） 第４（日）10：00～12：00 3,960円 

キッズ体育塾/幼児 第 2.4(土)14：35～15：35 1,980円 チョークアート 第４（土）10：00～12：00 3,080円★ 

キッズ体育塾/小学生 第 2.4(土)15：40～16：40 1,980円 水彩イラスト 第 2.4（金）18：40～20：40 3,080円 

極真カラテ子供・大人 毎週(土)18：15～19：45 1,760円～ 樹皮＆つるの籠編み 第 1.3（月）10：00～12：30 2,860円★ 

こども絵画造形ｸﾗﾌﾞ 第 1.3（土）13：00～14：30 2,475円 樹皮＆つるの籠編み 第 1.3（月）13：00～15：30 2,860円★ 

こども絵画造形ｸﾗﾌﾞ 第 1.3（土）14：30～16：00 2,475円 クラフトバンド雑貨 第 2.4（木）10：30～12：30 2,750円★ 

こども絵画造形ｸﾗﾌﾞ 第 1.3（土）16：00～17：30 2,475円 クラフトバンド雑貨 第 2.4（木）13：30～15：30 2,750円★ 

キッズ ITロボット塾 （火）（金）（土）クラス多数有 見学可能 韓国ポジャギ 第 2.4（水）10：00～12：00 2,970円★ 

エンジェルバレエ 第 2.4（日）11：00～11：50 1,980円 紙細工カルトナージュ 第３（火）13：30～15：30 3,630円★ 

50.60代の着こなし 第 4(火)10：00～12：00 3,520円 レザークラフト 第３（土）12：45～15：45 3,850円★ 

はじめての着付 第 2.4(月)10：00～12：00 2,310円 羊毛フェルト愛犬猫 第 4（金）13：00～16：00 10/28ｽﾀｰﾄ 

運を開く四柱推命 第 1.3（月）13：30～15：00 見学可能 オートクチュール刺繍 第１（火）13：30～15：30 見学可能 

心がラクになる心理学 第２（水）19：10～20：40 見学可能 暮らしの布を織る 第 2(火)10：30～16：30 見学可能 

投資の学校 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 第 1.3（木）19：00～/20：05～ 入門修了者 洋裁 午前 第 1.3(金)10：00～12：00 見学可能 

声の悩み解決ｾﾐﾅｰ 第 2.4(月)11：30～12：30 3,080円 洋裁 午後 第 1.3(金)13：00～16：00 見学可能 

朗読の部屋 第 2.4（火）14：00～15：30 2,750円★ リボン雑貨 第 3(木)10：00～11：30 見学可能 

楽しい麻雀 第 1.3（木）10：00～12：00 3,080円 きほんの刺し子 第 3(月)10：00～12：00 10/17 ｽﾀｰﾄ 

はじめての囲碁 第 2.4（水）10：30～12：00 2,530円 パッチワークキルト 第 2.4(水)10：00～12：00 見学可能 

暮らしの書道（火） 第 1.3(火)10：00～12：00 2,365円 バルーンアート 第 1(火)13：30～15：00 3,740円 

書道（土）大人 第 2.4(土)14：30～16：00 2,365円 型染め 第 2.4(月)13：30～16：00 3,190円★ 

おうちパン 第 2(土)13：30～15：00 3,795円 レジンアクセサリー 夜/第 3(水)19：00～20：30 10/19 ｽﾀｰﾄ 

京の日本料理 第１（水）11：00～13：00 3,080円★ レジンアクセサリー 昼/第 3(木)13：30～15：00 10/20ｽﾀｰﾄ 

すぐに役立つ漢方 第１（木）13：30～15：00 見学可能 日本刺しゅう 第 2(金)10：00～15：30 7,590円 

いけばな 池坊（昼） 第 1.3(水)10：00～12：00 2,310円★ 布に描くステンシル 第 2(金)10：00～12：00 2,860円★ 

いけばな 池坊（夜） 第 2.4(木)18：45～20：45 2,310円★ アロハフラ（午前） 第 1.2.3(水)10：00～11：00 2,530円 

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ午前 第３（土）10：00～12：00 2,530円★ アロハフラ（夜） 第 1.2.3(火)19：00～20：00 2,530円 

リコーダーｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 第 2.4(木)午前（レベルによる） 2,530円 日本舞踊 第 2.4(水)11：45～12：45 2,310円 

オカリナ 第 1.3(月)10：55～11：40 2,750円 健康太極拳 第 2.4(月)13：30～15：00 1,980円 

らくらくピアノ 第 1.3(金)10：30～12：00 2,640円 からだ回復健康体操 毎週（木）9：45～11：15 1,980円 

津軽三味線 第 2.4(水)10：00～11：00 3,080円 初心者ヨガ 第 2.4(火)11：30～12：40 2,200円 

二胡（入門） 第 2.4(火)13：00～14：00 3,080円 エゴスキュー体操 第 1.3(月)14：30～15：45 2,530円 

ウクレレ 第 2.4(月)13：30～15：00 2,530円 ビギナーズヨガ 第 2.4（木）19：00～20：30 2,530円 

世界の名曲を歌おう 第 2.4（木）10：30～12：00 2,530円 マットエクササイズ 毎週(金)20：00～21：00 2,145円 

発声・童謡を歌おう 第 2.4(水)13：30～15：00 2,750円 楽々ヨガ 毎週(火)14：30～15：40 1,980円 

沖縄三線  第 1.3(金)13：00～14：30 10/21 ｽﾀｰﾄ ストレッチ個人レッスン 第 2.4（火）15：50～16：55 5,830円 

カラオケ歌唱 第 1.3(火)14：00～16：00 3,080円 リフレッシュヨガ 毎週(水)19：15～20：30 2,310円 

シャンソン 第 2.4(月)15：30～17：00 2,860円 週末ヨガ 第 2.4(土)10：30～12：00 2,530円 

話し方プライベート 都合に合わせて応相談 随時可能 アロマヨガ 第 1.3(木)11：30～13：00 2,530円 

デジタル一眼カメラ 第 1.4（金）19：00～20：30 途中入会可 コリほぐしヨガ 毎週(金)13：40～14：50 1,980円 

ゴルフ（月）夜 全 10回 19：30～21：00 10/17 ｽﾀｰﾄ 簡単ダンスエクサ 毎週/隔週(水)14：30～15：30 2,200円 

ゴルフ（火）午前 全 10回 10：30～12：00 10/11 ｽﾀｰﾄ スペイン語 第 2.4(土)16：30～17：30 見学可能 

ゴルフ（木）午前 全 10回 10：30～12：00 10/13 ｽﾀｰﾄ 中国語 第 2.4(土)18：20～19：20 2,530円 

ゴルフ（木）午後 全 10回 13：30～15：00 10/13 ｽﾀｰﾄ イタリア語 第 1.3(土)17：45～19：00 3,080円 

ゴルフラウンド 第 4（日）14：00～16：30 10/23 ｽﾀｰﾄ 韓国語 入門２ 第 1.3（金）13：10～14：10 2,530円 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初心者から経験者まで、レベルに合わせて 

ゴルフスクール in リンクス西焼津 
各人の経験に合わせて飛ばすコツを指導。 

■講師：JGTOツアープレーヤー 数原 正直プロ 
■(月)19：30～21：00 10/17スタート 

■講師：ティーチングプロ A級 桑原 大輔プロ 
■(火)10：30～12：00 10/11スタート 

■(木)10：30～12：00 10/13スタート 

■(木)13：30～15：00 10/13スタート 

■受講料：夜間 27,500円（照明代込）、昼間 25,300円（3カ月 10回分）ボール込 
※入会時に保険（200円）加入 ※現地集合解散 ■会場：リンクス西焼津（焼津市大住 406-1） 

ハーフコースをプロと一緒に 

ゴルフ 
ラウンドレッスン 
■講師 数原 正直 
■第 4(日)14：00～16：30 

【10/23、11/27、12/25】 

■受講料：23,100円（3カ月全 3回） 

※ご入会時に保険加入 200円 
会場藤枝ゴルフクラブ（内瀬戸 1193） 

 

ReNew 

10月スタート 

 

詳細は、QRコードから
ホームページを 
ご覧ください 

⇓ 

常設講座 ※いつからでも入会が可能です。（満員除く）★印教材費別途 NPOハウスキーピング協会認定 

整理収納アドバイザー 

2級認定講座 

TV出演の講師が収納や 
整理の法則を指導。 
※2級認定証発行対象講座 

■11/13(日) ※昼休憩 1時間有 

10：00～17：00※定員 8名 

■受講料：17,600円 

■教材費：7,100円（テキスト・認定料込） 

■講師：整理収納アドバイザー1級認定講師 佐藤 慶子 

不用品処分で、部屋も心もスッキリ       

「メルカリ」で得する 
整理収納セミナー 
スマホアプリ「メルカ 
リ」を使って、安心な 
取引のノウハウと 
出品方法をご案内。 

■受講日①10/28(金)②11/25(金) 
10：30～12：00 

■受講料：各2,860円（1回分） 
■教材費：各 770円（資料代） ※定員各 5名 
■講師：整理収納アドバイザー1級 いなば かおり 
 

 
リピーター続出の人気鑑定 

みやきみえこの 
開運手相＆四柱推命 
人気鑑定士を岐阜から 
招き開催する大人気の 
個人鑑定。易や生年月日 
タロットの占術で占います。 

■11/13（日） 

10：00～19：15 

■受講料：5,390円 

■講師：幸せコーディネーター 

みやき みえこ 

癒しの和の景色  【小学生～大人】 

苔テラリウム作り 
ガラスボウルに用土を 
入れて、飾り石を配置。 
4〜5種類の苔を植え 
付けてみよう。 
※小学 3年生以下は保護者同伴 

■10/29(土) 

13：30〜15：30 
■受講料：3,080円（要予約） 

■教材費：2,970円 
■講師：和景 kazunori（深沢種苗園芸） 

深沢 和典 

 

 

ガラスボウルサイズ 
直径 15㎝×高さ 12㎝ 

お手入れ簡単！水を吸う不思議な鉢で【小学生～大人】 

ミニ盆栽 
水を吸い上げる不思議な鉢 
「清梅焼(きょうめやき)」を使って、 
ミニ盆栽を作ってみよう。 

■11/27（日）13：00〜15：00 
※小学３年生以下は保護者同伴 

■受講料：3,080円 
■教材費：3,960円 

■講師：和景 kazunori(深沢種苗園芸) 深沢 和典 

紅葉、または南天
を予定。 

※盆栽サイズ：外径 7cm×高さ 5cm 

 

ワイヤーをかぎ針で編む 

ワイヤーレース 
アクセサリー 
ワイヤーをかぎ針で編み 
高級感と立体感がある 
ｱｸｾｻﾘｰｾｯﾄを作ってみよう。 
■10/18（火）13：30〜15：30 
■受講料：2,530円（要予約） 

■教材費：1,100円※小学 2年生以下は保護者同伴 
■講師：アトリエＨappy Space 主宰 山本 智世 

古着や古布などを 
裂いて、段ボール
を使った織り機で
コースターを織っ
てみよう。 
■10/12（水）14：00～16：00 
■受講料 2,420円 ■教材費 1,210円 

段ボール織り機を使って 

裂き織でコースター 

裁縫道具・裂き織りにしたい
古布があればお持ち下さい 

 

■講師：静岡県工芸家協会会員 生越 千鶴子 

織りテープを糸留めし、 
美しい空間を作るバテン 
レースの手法で、ドイリー 
（花瓶敷)を作ってみよう。 
■10/19（水）13：00～15：00 
■受講料：2,200円 

■教材費：550円 

 

織りテープで作る美しい模様 

バテンレースで 
ドイリー作り 
 

■講師：バテンレース講師 藤沢 久江 

 

1日講座＆イベント※入会金不要、維持費別途 110円 

好きな色のレジンで 
色付けして、秋色に 
キラキラ輝くサン 
キャッチャーを作って 
みよう。 

■10/23(日）10：30～12：00 
■受講料：2,860円 
■教材費：1,650円 

 

好きな色で色付けして 

レジンの 

サンキャッチャー 

■講師：petite joie主宰 石黒 優子 
 

 

■①10/29（土）②11/27（日） 
10：00～14：30 

■受講料：各 6,930円 

似合う服の形・素材、デザインを知る 

骨格スタイル個人診断 
一人一人の骨格から 
洋服の似合う基準を 
個人診断。体型を素敵 
に魅せることができ、 
買物の失敗も減って 
経済的。 

■講師：骨格スタイルｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 石田 律子 

 

 

スパイシー＆ｽｲｰﾄ
なグルテンフリー
のX’mas ｹｰｷを 
作ってみよう。 

■12/6（火）10：30～12：30 
■受講料：3,080円 

■教材費：1,100円 

■講師：ms.lautrec主宰 藤田 綾 
 

 

自分好みのスパイスを調合して作る 

米粉のスパイシー 
X’mas ケーキ 

 

※各 1人３０分予約制 

ヒバやコニファーなど 
使って、針葉樹の香り 
いっぱいのリースを 
作ってみよう。 

■12/3（土）13：00～15：00 
■受講料：2,970円 

■教材費：3,850円 
 

 

■講師：フラワー大石 大石 雄策 大石 美帆 

 

針葉樹の香り安らぐ 

森が薫る 

クリスマスリース 
 

 

各日 1名限定の個人鑑定 

開運！四柱推命 
占い鑑定 
生年月日から、運勢・ 
才能・転機を読み解く 
四柱推命。運気の流れを 
知ることで可能性を 
広げましょう。 

■（月）15：10〜16：10※1日 1名限定予約制 

【10/3・10/17・11/7・11/21・12/5・12/19】 

■受講料：9,130円（1回分・予約制） 

■講師：運勢鑑定事務所 忘筌（bou sen）代表 

鈴木 良孝 

 1日のレッスンで 15～20分の施術が可能に！ 

トリートメント実技１Dayセミナー 
健康や介護に、活かせる手技を学ぼう！ 
部位別に習得できる人気の 1日講座。 

■時間：10：00～15：00※昼休憩１時間有 

①11/5(土) ヘッドスパ 
②11/14(月) 肩甲骨トリートメント 
③12/11（日） ハンドトリートメント ※定員 6名程度 

■受講料：各8,030円 ■教材費：各 3,300円（1回分） 

※終了後、日本ボディスタリスト協会認定校 Luｘiaの修了証発行  

■講師：日本ボディスタイリスト協会認定校 Luｘia主宰 澤脇 雅乃 

※スマホの方限 

※1人 50分
予約制 

※1人 60分の 
個人鑑定 

詳細は、ホームページで。お問合せ先TEL054-634-3330 ★印は材料費別途 ※10月から価格改定講座も有 

2022年 10月より、運動やダンスなどの講座で受講生がけがをした場合に備え、傷害保険に加入します。対象講座は当スクールで決定
し、対象講座の受講生は全員加入となります。保険料は講座内容によって異なります。 

 


