
 

 

 

2022年秋 最新号 〒427-0022 
島田市本通 3-6-1 歩歩路２Ｆ 

検索 
7/12 
スタート 

NEW 
期間限定 

10/23 
スタート 

NEW 

7/9 
スタート 

NEW 韓国のパッチワーク 

ＷＥＢ申込みは 24時間受付中！ 

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、スター

ト日や体験日、講座内容等を変更する場合があり

ます。最新情報はホームページをご確認下さい  

天然素材を活かしたバッグ作り 

第 4（日）10：30～15：30（うち昼休憩 1H） 

10/23，11/27，12/25 

受講料：13,200 円（3 カ月全 3 回） 

教材費：実費（18,000 円程度） 

お正月に欠かせない 
かがみもちを、韓国の
伝統手芸「ポジャギ」で
作りましょう。三宝もつ
いていますので、お正
月の準備にもおススメ
です。 

第 4（木）13：00～16：00 

10/27、11/24 
受講料：:7,260 円(2 ヵ月全 2 回) 

教材費：7,700 円 

 

2022年秋～冬 
オトナのためのならいごと特集！ 

お申し込み・お問い合わせ 
≪月～土≫10時～19時  

（日）は第 2・4週のみ（15時まで） 

 

10/27 
スタート 

NEW 

丈夫で使えば使うほど味が出る「くるみの 

カゴバッグ」を作りませんか？自然素材の 

おしゃれなバッグは、洋服を選ばず着こなし

をワンランクアップさせます。 

サイズ：幅約30cm×高さ約20cm×奥行約10cm 

10/2 
スタート 

NEW 

スタートしたばかりの新しいクラス 

 

ウクレレは、シンプルでコ

ンパクトな弦楽器で上達し

やすさも人気。楽器の持ち

方、チューニング、基本スト

ロークなど基礎から丁寧

に指導します。 

初心者大歓迎！ 

第 2・4（木）11：45～13：15（人数により時間変更あり） 
受講料：14,520 円(3 ヵ月 6 回分)  音楽著作権料：132 円 

体験日： 9/8・22・29 体験料：2,750円 

 
 

 

OLELO  HAWAI’I  OHANA 主宰  薮崎 晴美 

スタートしたばかりの新しいクラス 

 

◆事前体験会◆ 
開催日時：10/5（水）14：35～15：35 
体験料：2,310 円（特別価格）※楽器レンタルあり 
 

資産運用を楽しむには、 

投資のしくみを知ることが 

大切です。必要な金融知識 

と情報を金融の専門家が 

お教えします。 

ストラテジスト   渡邊 希史 
 

◆事前体験会◆ 
①9/27（火）19：00～20：00 
②9/28（水）12：30～13：30 
受講料：2,750 円 

 

①第 2・4（火）19：00～20：00 10/11スタート 

②第 2・4（水）12：30～13：30 10/12スタート 

受講料：11,550 円（3 カ月全 5 回） 

 

投資のイロハを学ぼう 

人生を楽しく生きるためのヒント 

東明学院  専任講師 

手相は人生の羅針盤。手
のひらから性格・才能な
どを読み取ることができ
ます。本やネットからは得
られない知識を交えなが
ら、実生活に役立つ手相
の見方を解説します。 

第 4（金）13：30～15：00 
10/28，11/25，12/23，1/27，2/24，3/24 

受講料：15,180 円(6 ヵ月全 6 回) 

教材費：3,520 円（テキスト代） 

 

 

10/28 
スタート 

NEW 
期間限定 

毎週（木）初級 13：00～14：00 
入門 14：10～15：10 

体験日：9/8・15・22,29体験料：1,980円  

受講料：19,800 円(3 ヵ月 12 回分)    

音楽著作権料：264 円 傷害保険料:90 円（3 カ月） 

今一番アツいダンスをかっこよく踊ろう♪ 

ダンス初心者大歓迎！人気アイドルダンスグル
ープの基本の振り付けや、動きをマスターして
一緒に踊りましょう。 
ダンス初心者でも運動が苦手でも楽しく体を動
かせます(^^♪ ①小学生②中学生～大人対象 

KY ナガイダンススクール主宰  

ダンサー＆インストラクター 

 永井 謙作 
 

2023.1.22の試験合格を目指します 

3 級ファイナンシャル

プランニング技能士

資格取得に向け、不

動産・税金・投資・年

金・保険・相続の 6 分

野の基礎知識をお教

えします。 

初めての方向けの入門クラス 

第 1・3（水）14：35～15：35 
（中級クラスもあります 13:30～14：30）  

受講料：13,860 円(3 ヵ月 6 回分) 

楽器代：別途実費  音楽著作権料：132 円 

 

素朴でやさしい音色の

オカリナ。吹き方から演

奏のテクニックまで基本

からじっくり学びます。 

まずは体験会へご参加

ください。 

オカリナ講師 原 佳乃 

第 2（日）10：00～11：30  

受講料：6,600 円(3 ヵ月 3 回分) 

教材費：2,640 円（3 ヵ月）※道具代別途あり 

体験日：9/11，10/2，11/13     体験料：2，530円 

 

手のひらサイズの、
愛らしいワンポイン
ト刺しゅうを楽しみ
ましょう。 
体験では、かわいい
お花のブローチを
作ります。 
 

刺繍初心者さんにおススメ！ 

刺繍教室講師 松浦 彩 

 

真木雅子ラタンアートスクール講師    南雲 葉子 

 

第4（木）10:30～12:30  
受講料： 7,260 円（3 カ月全 3 回）  
教材費：13,200 円 

ミシン使用料：1,650 円（3 カ月） 

個性が光る講師オリジナル 
デザインのキットで、初心者
でも簡単に自慢の逸品に♪ 
ご自身のデニムパンツも 
使用可。 

お店で買えないデザインが魅力！ 

アトリエ「ホワイトアン」主宰 ポジャギ作家 田形 典子 

10/27 
スタート 

NEW 

たんすに眠っている着物を着よう！ 

装道礼法きもの学院認定 磨優きもの教室 主宰 太田 秀子 

 

第 4（水）10：00～12：00 

10/26、11/23、12/28 
受講料：6,600 円(3 ヵ月 3 回分) 

教材費：テキスト代実費（1,650 円） 

着物を着たいけど、自分

では着られない…。そん

な和服初心者に、着物の

美しい装い方を基本から

お教えします。お稽古を

通じて、日本人としての

和の心を学ぶこともでき

ます。 

10/26 
スタート 

NEW 

草月流師範会理事  清水 里幸  

 

草月のいけばなは
「型」にとらわれるこ
となく、いける人の
個性を大切した新
しい感覚の生け花
です。自由な思いを
花に託して、自分ら
しく、のびやかに花
をいけましょう。 

第 2・4（火）10：30～12：30 
受講料：11,220 円(3 ヵ月 6 回分) 

教材費：7,260 円（3 カ月） ※初回道具代 1,650 円 

お正月に向けてチャレンジ！ 

10/11 
スタート 

NEW 

静岡朝日テレビカルチャー 

可愛いハンコ作り

日本イレイサースタンプ協会インストラクター  河住 奈美 

 

声楽家 アンジェリ音楽院主宰   永田 文子 
 

毎週（水）①18：00～19：00 ②19：10～20：10 

受講料：①16，500 円②17，600 円(3 ヵ月 10 回分)    

音楽著作権料：220 円（3 カ月）  傷害保険料:90 円（3 カ月） 

en 

 

◆事前体験会◆ 
開催日時：10/5(水)①18：00～19：00 

②19：10～20：10 
体験料<特別価格>：①1,650 円②1,760 円 
 

ダンスインストラクター  HARUNA  

 

10/12 
スタート 

NEW 

スタジオマーシー主宰 JBDF 正会員 

 服部 正 

 

第 2・4（金）10：15～11：45 
体験日：9/9・30，10/14 体験料：2,310円  

受講料：14,322 円(3 ヵ月 6 回分)    

音楽著作権料：132 円 傷害保険料:90 円（3 カ月） 

こんな時だからこそ見直しましょう！ 

3回講座で目指せ！検定試験合格！ 2023年は風水で運気アップ！ 

円安・インフレなど、現状の日本は生活への

不安がいっぱい。20年後に困らないために

今が見直しの時です。 

無理せず頑張らず 

無駄を省き、お金を 

増やす「正しい方法」を 

学びましょう。 

外資系金融機関  福田 敦彦/天野 多美子 

 

第 1・3（火）①9：50～ ②10：20～ 

受講料：23,100 円(3 ヵ月 6 回分) 

教材費：330 円（3 ヵ月） 音楽著作権料：132 円 

 

 

 

第 4（土）10：00～13：00  
11/26，12/24，1/28 
受講料：19,800 円(3 ヵ月全 3 回)  

教材費：1,650 円（問題集・資料代） 

 

月 1回（日）10：00～12：00 

10/2、11/13,12/11 

受講料：8,910 円(3 ヵ月全 3 回) 

教材費：3,300 円（3 ヵ月） 

 

第 1・3（火）19：00～20：00 

10/4・18、11/1・15、12/6・20 

受講料：11,880 円(3 ヵ月全 6 回) 

 
外資系金融機関    竹本 圭 

 

（水）19：00～20：00 
9/28，10/12・26，11/9・30，12/14・28，1/11 

受講料：23,760 円(5 ヵ月全 8 回)  

教材費：実費（テキスト代 4,000 円程度） 

 

イルクオーレ  颯樹（そうじゅ） 

持って生まれた運を何倍に

も増やす方法「風水」であな

たの家を鑑定し運気アップ！ 

図面を見ながら吉方位を導

き出します。 

「一生変わらないあなたの吉方位、凶方位表」
「2023 年風水対策一覧表」「2023 年九星
別ラッキーカラー」の嬉しいプレゼント付き♪ 

 
 

10/19 
スタート 

NEW 牧之原のビール醸造所の出来立てビールを楽しもう♪ 

 

11/20（日）13：00～14：30 
受講料：3,080 円 教材費：2,860 円（ビール、おつまみ代） 

池田屋麦酒社長 醸造長 月居 麻水（つきおり まみ） 

 

2020 年 にクラフトビール醸 造
を始 めた牧 之 原 の池 田 屋 酒 店 。
女 性 醸 造 長 が心 を込 めて全 て
手 作 業 で仕 込 んでいます。  
規 模 は小 さいけれど、出 来 上 が
りの味 は最 高 ！  
レギュラーラインナップに期 間 限
定 の味 をプラスした 5～6 種 類
のビール試 飲 を楽 しみます♪  

秋の 
特別イベント 

 

数多くのオペラの舞台に

出演歴のある実力派講師

による発声個人レッスン。

声域を広げたい・呼吸方

法をしっかり学びたい等、

発声の基本からご要望に

応じて丁寧に指導します。 

10/4 
スタート 

NEW 

柔らかい消しゴムを
使って可愛いハンコ
を作り、お正月用のア
イテムに仕上げます。 
手ぶら参加 OK！ 
①年賀状作り（3 枚） 
②祝い箸とお年玉袋 
  （合わせて 3 枚） 

①11/27（日）13：00～15：00 
②12/17（土）13：00～15：00 
①②共通  受講料：2,530 円   教材費：1,210 円 

 

 

9/28 
スタート 

NEW 
10  
スタート 

NEW 
10/4 
スタート 

NEW 

※初回体験できます（3,850 円/特別価格） 

 

11/26 
スタート 

NEW 

〈入会不要〉 

ワントゥーカラー代表   小島 真代 

ファッション・ビューティー 

ブライダル・デザインなどの 

人と関わる仕事に役立つ 

資格を手に入れましょう。 

※会場：朝日テレビカルチャー島田スクール 

 

対象 

10/22 開催「パーソナルカラースタイリストベーシックコース」の 

受講者、または過去に受講された方 

 

※試験日：2023.2.12（日） 

 



 
  

1週間の元気チャージ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋から英会話も本気でスキルアップ！ 

 

第 1・2・3（火）①10：00～11：00②13：30～14：30 

体験日：9/6・13・20 体験料：2,420円 

受講料：37,620円(6ヵ月全 18回) 教材費：1,32０円（6カ月） 

 

 

8月にスタートした入門クラス 

 

音楽もドラマも意味が
分かればもっと楽しい
はず♪ 
プリントを使って、発音
文法の基礎からしっか
り学びます。 

第 2・4（火）18:50～19:50 
体験日：9/13・27 体験料：2,420円 

受講料：26,400円(6ヵ月全 12回)  教材費：660円 

 
韓国語講師   金 福姫（キム ポッキ） 

 

 

韓国語講師   金 福姫（キム ポッキ） 

 

11/3（木・祝）10：00～15：45 
※うち 45分個人カウンセリング  受講料：6,050円 

 
パーソナルスターカウンセラー  樹 志栞（いつき しおり） 

 

占いではなく、統計学に基

づいた新しいカウンセリン

グ。誕生日から自分の本質

を導き出します。 

 

 

 

 

 

 

 

自分の本質を知り生活に活かそう 

 

①9/21（水）②10/5（水） 13：30～15：30 
体験料：3,960円 

 

静岡県工芸家協会会員  生越 千鶴子 

  
 

温もりのある織物づくり 

10/8 
スタート 

NEW 

仕事にも活かせる人気のトリートメント実技セミナー 

分かりやすい指導で人気の講師によるトリートメントセミナー。 

1回の受講で、15～20程度の施術ができるようになります。 
受講後、日本ﾎﾞﾃﾞｨｽﾀｲﾘｽﾄ協会認定校 Luxiaの修了証を発行します。 

①9/10（土）②10/23（日）③11/19（土） 
13：00～17：00（①～③共通） 
 
特定非営利活動法人 日本ﾎﾞﾃﾞｨｽﾀｲﾘｽﾄ協会認定校 Luxia主宰 澤脇 雅乃 

 

自分の個性とは何か、他人と

の違いは何かを学び、コミュニ

ケーション力をアップ！ 

生年月日をもとに作成した 

自分だけの個性診断書付き！ 

※個別鑑定ではありません 

 

 

ISD個性心理学協会 静岡駿河カローレ支部長  石井 美里 
 

9/25（日）12：00～18：00 

 【うち 30分個人鑑定】   受講料：4,730円 

 

 

 

シーターヒーラー  Agnos Armony RITA 

 

シータヒーリングは、脳波の「シー
タ波」を用いカウンセリング＆ヒー
リング法。 
守護天使からのメッセージの他、
オーラリーディング、チャクラなど
9つのメニューからお好きなテー
マで鑑定します。 

スローな時間を楽しもう！ 

 自然の恵みを使った調味料 

作りの後に、美味しい昼食を 

楽しみます♪かまどで火を 

おこし、ごはんを炊き味噌汁 

を作る･･･そんな贅沢時間 

を過ごせます。 ※毎回かまど炊きごはんと味噌汁 

季節の和ハーブてんぷらのランチつき 

 

島田の人気花屋『ペピマン』さんが贈る 

毎年大好評ペピマンさんに

よるお正月アレンジ。 

花器もセットでご用意します

ので、器の準備の心配もあ

りません。 

12/27（火）19：00～20：30 

受講料：2,530円  教材費： 4,500円 

pepiement（ペピマン）店主  椎野 真弓 
 

講義と試食で分かり易いのが人気♪ 

10/29 
スタート 

NEW 

自律神経の乱れ、胃腸・
食欲の不振、冷え性、動
悸や血の巡りなどさまざ
まな身体の不調を解決
する手助けとなる知識を
学びます。毎回薬膳スー
プの試食付き♪ 
※料理協力：ナチュリン 

第 2（土）13：00～14：10※初回のみ第 5（土） 
受講料：14,520円(6 ヵ月全 6回分) 教材費：6,930円（6カ月） 

 

 静岡県立大学非常勤講師  王  元武 
 

木枠や段ボール枠などの

簡単な織り機を使って古

布を織っていく裂織で、

コースターを作ります。 

Ｘｍａｓが待ち遠しい！ 

プリザや木の実、リボンを使っ

てシンプルカラーがステキなク

リスマスツリーを作ります。 

サイズ：高さ約 33cm×幅約 13cm 

11/27（日）10：00～12：00 
受講料：2,750円  教材費：実費（3,630円）  

欧風花インスティチュート    原 恵美子 
 

レベルにあわせたレッスンです 

全くの初心者から経
験者まで、個々のレ
ベルに合わせて打席
を回りながら丁寧に
指導します。 
女性にもおススメ！ 
 
 

 

会場：中央公園ゴルフセンター 

（島田市野田）  P あり        ※現地集合・解散 

 （土）①9：30～10：45 ②11：00～12：15 
受講料：22,000円(3ヵ月全 10回/ボール 100球込) 
保険料：200円 

ＪＧＴＯツアープレーヤー    数原 正直 
 

本気で姿勢を整えたいあなたへ 

 

（火）10：00～11：20 

体験日：9/6・13・20，10/4 体験料：1,980円 

受講料：16,500円(3 ヵ月 10回分)  音楽著作権料：220円 

傷害保険料：90円（3カ月） 

 
フィジカルヨガ普及協会認定指導員 牧野 尚子 
 

年齢を重ねるにつれ気
になる、巻き肩や猫背、
腰痛などをヨガで改善し
ましょう！毎回カラダの
歪みもチェックするの
で、バランスのよい姿勢
作りを目指せます。 

毎週（木）17：00～18：00 
受講料：19,800円(3 ヵ月 12回分)  音楽著作権料：264円 

傷害保険料：90円（3カ月） 

 

 

 

クラシックバレエを基本からレッ
スンします。音感・リズム感だけで
なく、正しい姿勢や礼儀作法など
も身に付きます。 

東京安田バレエ主宰 石井久美子門下 杉山 由美子 

 

体験日：10/6・13・20・27 体験料：1,980円 

 

 

走るのが苦手なお子さまに、走るコツ 
と楽しさを教えます。 
正しい手の振り方や脚の上げ方を知るだけ
で、より速く走れるようになります。 
（対象：年長～小学校４年生） ※現地集合解散 
会場：サンワフィールドばらの丘（島田市野田・P あり） 

苦手克服！走ることが好きになる 

サンワフィールドばらの丘代表 元 J リーガー 内藤 修弘 

月 2回（土）10：00～11：00 
10/1・15・29、11/5・19、12/3 
受講料：9,900円(3 ヵ月全 6回) 体験料：1,980円 

傷害保険料：450円（3カ月） 

 

体験日 9/10・24、10/15・22体験料：2,090円 

Ⓐ4歳～小学校低学年 
第 2・4（土）16：05～17：05 

受講料：9,900円（3カ月 6回分） 

Ⓑ小学校低学年～中学生 
第 2・4（土）17:15～18:30 

受講料：10,560円（3カ月 6回分） 

 

※ⒶⒷ共通 音楽著作権料：132円 

傷害保険料：90円（3カ月） 

 

 アンジェリミュージカルスタジオ  永田 藍 

月 2回のレッスンでリズム感を養う 

忙しい日常を離れて写仏・写経を行ってみませんか。
法話後には、季節の食材をふんだんに盛り込んだ体に 
やさしい二の膳付きの精進料理を召し上がっていた
だく、心も身体も満足いただける１日講座です。 
※現地集合・解散 

 
 

写経・写仏と精進料理 
 

10/29（土）10：00～1３：30 
受講料：3,300円  

教材費：2,530円 
 
会場：水月庵（藤枝市瀬古 Pあり） 

 

可睡斎典座老師 観音寺住職  小金山 泰玄 

10/11スタート 

第 2（火）10：00～14：30 

受講料：9,240円(3ヵ月全 3回) 

教材費：4,950円（材料代・昼食代） 

もてなしの精進料理 

現地集合・解散 

11/5（土）13：00～16：50 
うち 50分個人診断 

受講料：8，800円 

 

瞳の色や髪質・肌の色などから、

あなたが最も魅力的に見える

「色」を個別に診断。 

2023年、身につけて幸せを呼

び込む〝ハッピーカラー″もア

ドバイスします♪ 

 

※定員：４名 

ワントゥーカラー代表 小島 真代 

※定員：15名 

幸せコーディネーター みやき みえこ 

 

11/12（土）10：30～19：40 
 【うち 30分個人鑑定】  受講料：5,390円 
 

的中率の高さで定評のある講
師を岐阜からお招きし、手相、
四柱推命、タロット等、相談内
容にあった占術であなたを占
います。 
 

「MY神社」

①9/11（日）②9/25(日) 
③10/2（日）④10/23（日） 

⑤11/13（日）⑥11/27（日） 
15：30～16：30【60分個人鑑定】  受講料：9,350円 

生年月日からあなたが持って
生まれた才能や可能性を知り、
これからの人生をどのように
生きるかアドバイスします。 

運勢鑑定事務所「忘荃」代表  鈴木 良孝 

 

受講の 

ご案内 

●講座をご受講いただくには静岡朝日テレビカルチャーに〈入会〉が必要です。入会金 大人：
3,300 円 中学生以下：1,650 円。●一部の講座を除き、ほとんどの講座は「3 ヵ月ごとに更新」
の〈自動継続講座〉です。●連続講座は月 330 円、1 日講座は 1 回 110 円維持費が別途かかりま
す。●1 日講座・体験レッスンは入会不要です。●受講者が極端に少ない場合や、講師のやむを得な
い事情等で、開催日を延期または開講を中止することがあります。●見学・体験をされる場合には
必ず事前にご予約下さい。●入会日の変更やキャンセルの場合にはご入会前に必ずご連絡下さい。
●このチラシの価格は全て税込です。●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。 

 

パーソナルカラーアナリスト 骨格スタイルアドバイザー 石田 律子 

似合う服の形の法則をひとりひとりの骨格から提案 

 

グリーンショップ「ANTIDOTE」 スタッフ 
 

珍しいグリーンに会えるかも！ 

第 2（日）14：30～16：00  

10/2，11/13，12/11 
受講料：6,600円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：9,900円（3カ月） 

 

 

東京進出した静岡の大人
気店がお送りする植物を
楽しむ講座。観葉植物の管
理法や、植替え・ドライフラ
ワーのリース作りなどを楽
しみながら、学びます。 

①10/9（日）②11/6（日）①②共通 14：00～16：30 

受講料：11,550円 保険料：100円 

 

目指せ！弱点克服！ 

実際のコースでの実践
レッスン。プロと一緒に
ラウンドし、バンカーシ
ョットやドライバーショ
ットなどの上達のコツ
を学びます。 
対象：ゴルフ経験者 
 会場：菊川カントリークラブ（菊川市富田 230）※現地集合・解散 

好きと似合うの両立がファッションの楽しさ。
この講座を受けて秋から楽しい服選びに変え
ましょう。個々の骨格から「あなたに本当に似
合う服のタイプ」を診断します。体型別ストー
ルアレンジのミニレッスン付♪ 

①9/29（木）②10/11(火) 

①➁共通 10：00～14：50 うち 50分個人診断 
受講料：6,930円 

1日でカラーの事がわかる！ 

カラーコーディネートの知識とパーソナルカラーの

基礎を色彩学で学びます。この講座受講で 11/26

スタートの「パーソナルカラー検定 3 級対策講座」

の受講が可能になります。（詳細は表面参照） 

 
10/22（土）9：30～14：10 

（うち 40分昼休憩） 

受講料：13,860円（教材費込み） 

 

第 1・3（土）10：30～11：30 

体験日：9/3・17 体験料：2,420円 
受講料：25,080円(6ヵ月全 12回) 教材費：1,32０円（6カ月） 

 

英会話講師 ワシントン大学卒  朝比奈 弘恵 

 

英会話講師 タスマニア大学卒  増田 志津乃 
 

10/11 
スタート 

NEW 
期間限定 

製菓衛生士 ナチュリン主宰  ひらばやし むつみ 

 

甘さ控えめスイーツを手づくり 

 

旬の美味しい和栗を使っ

て、栗きんとんと新栗の蒸

しようかんを作ります。砂糖

を減らしているとは思えな

い大満足のおいしさです。

お菓子作り初心者大歓迎！ 
 

プロのアロマ調香師から学ぶ 

10/28（金）10：00～12：30 
 受講料：3,630円 教材費：3,960円 
 

アロマの元となる植物の個性
や生き方を学びつつ、自分が足
りないと感じる要素を補う精油
を見つけ、自分だけのアロマ香
水（10ml）を作ります。香りは
7種類から選べます。 

アロマパルファニスト AEAJアロマセラピスト  永田 みか 

生まれ持った自分の個性を知ろう！ 

10/1 
スタート 

NEW 
期間限定 

第 2（日）10：30～13：30 
10/2、11/13、12/11 
受講料：9,900円(3ヵ月3回分) 教材費：4,950円（ランチ代込） 

期間限定 

受講料：8,250円 
教材費：3,300円 
(テキスト・ジェル・ 

修了証代込) 

 

 

9/24（土）10：00～12：00 
受講料：5,280円（教材費込み） 

 
和ハーブインストラクター  ゆるリラ 祐子 

 

女の子の憧れのお稽古 

曜日 時間 講座名 講師 体験（見学）日 体験料

第2・4(月） 10：00～12：00 大人の美術部入門 持塚　三樹 9/12,26,10/24,31 2,530円

第2・4(月） 13：00～15：00 はじめての水彩画 渡邊　愛子 9/5,12,26,10/24 2,530円

第1・3(火) 13：30～15：30 パステル画入門 なわ　りよこ 9/6,20,10/4,18 2,640円

第4(火) 13：30～15：30 絵てがみ 甲斐　節子 9/27,10/25,11/22 2,640円

第1・3(水） 10：00～12：00 9/7,21,28,10/5

第1・3(木） 18：30～20：30 9/1,15,29,10/6

第4(木) 14：00～16：00 大人の色えんぴつ画 杉山　侃子 9/22,10/27,11/24 2,750円

月2回（金） 12：30～14：30 たのしいボタニカルアート カトウマキ 9/9,30,10/7,14 3,080円

第1・3(土） 13：30～15：30 気軽に水彩画 9/3,17,10/1,15 2,530円

第2・4(土） 10：00～12：00 デッサン＆油絵入門 9/10,24,10/22,29 2,530円

第2・4(土） 13：30～15：30 水彩画表現を楽しむ 羽根田　英世 9/10,24,10/22,29 2,530円

第１（土） 13：30～16：00 表装と裏打ち 杉山　薫 9/3,10/1,11/5 3,630円

はじめての日本画 伏見　聡美 見学のみ

山城　道也

芸術の秋 

を満喫！ 

10/29（土）10：00～11：30 
受講料：3,300円 （個性診断シート付き） 
 

※定員：各４名 

※定員：5名 

※定員：各 8名 

※定員：6名 

※定員：8名 

※定員：各 8名 

期間限定 

期間限定 

10/1 
スタート 

NEW 

10/4 
スタート 

NEW 

※定員：8名 

※定員：10名 

※定員：6名 

※定員：8名 

※定員：各 1名 

※定員：8名 ※定員：1４名 

※定員：各 12名 

※定員：16名 

10/2 
スタート 

NEW 

HP LINE 


