
☎054-351-8441　
静岡市清水区入船町 7-1 鈴与健保会館 2F
エスパルスドリームプラザから徒歩 2分
受付営業時間（月）～（土）10：00 ～ 18：00　※日曜は休業
駐車場は、ドリームプラザ駐車場をご利用下さい。受講時 1時間無料サービス有
新型コロナウイルスの感染拡大状況により日程が変更になる場合ございます。最新情報はHPをご覧下さい。

●講座をご受講いただくには入会が必要です。入会金　大人 3,300 円、中学生以下 1,650 円がかかります。●1日講座・体験レッスンは入会不
要です。●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。受講期間は〈1～ 3月 /4 ～ 6月 /7 ～ 9月 /
10 ～ 12 月〉の 4期に分かれています。●別途維持費が、継続講座 1ヵ月 330 円、1日講座 110 円がかかります。●このチラシの価格は全て
税込表示です。●入会日の変更やキャンセルの場合はご入金前に必ずご連絡下さい。●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、開催日を延長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。●「体験レッスン」と
「入会」のご予約が重なった場合には「入会」の方を優先的にご案内させていただきます。＊2022 年 10 月より、運動やダンスなどの講座で受
講生の皆様が怪我をした場合に備え、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。

受講の
ご案内

～秋から始める♪習い事特集～

ト の ラオ ナ キ メキ空間
SHIMIZU で　わくわく

清水スクール

中華の定番、絶品を極める！
おうちで手作り本格中華

長太郎飯店オーナーシェフ 石田　雅也

定員 8名 申込締切：10/17

人気の豚まんを求め、県内外から多くのファ
ンが訪れる長太郎飯店！長年の研究で生み出
した独自の美味しさを惜しみなく伝授しま
す。毎回、店主の逸品を試食＆お土産付き！
〈カリキュラム〉水餃子・焼売・焼き餃子

第 4( 木 )14：00 ～ 15：30
10/27、11/24、12/22
受講料：7,260 円（3ヵ月全 3回）
教材費：4,455 円（3ヵ月）

秋を楽しむ新講座♪
和食は発酵食品の宝庫！

味噌と糀の和食で健康習慣

「楽しみそ」主宰 みそのみゆき

定員 8名　申込締切 10/16

みそは発酵食品の王様！絶対失敗しないみそ
作りを伝授します。米味噌、麦味噌、玄米味
噌の本格即席みそ汁の試食あり！一緒に味噌
ライフを楽しみそ !
＊毎回、2~3 種類の味噌のお土産付き

第 4( 月 )10：30 ～ 12：00
10/24・11/28・12/26
受講料：8,250 円（3ヵ月全 3回）
初回教材費：5,830 円（3回分）

筆跡から性格や心を読み解き、
円滑な人間関係を築く♪
開運！筆跡心理学 [ 入門 ]
「文字」から性格や深層心理を読み取る筆跡
心理学。自分の筆跡を改善することで、今
までの行動や性格も変わります。押さえて
おきたい筆跡特徴と開運筆跡を学んで人生
もハッピー♪

第1（水）10：30 ～ 12：00
11/2、12/7、１/18
受講料：7,920 円（3ヵ月全 3回）
初回教材費 880 円 (3 ヵ月）

「Therapeutic salon 円 enn」主宰 　筆跡アドバイザー  Kaori

定員4名 

月 1 回のマインドフルネス♪

心を整える写経と法話の会

日常から離れ、心静かに自分と向き合えば、
気づく事が必ずあるはずです。脳を活性化
させ、仕事のパフォーマンス向上の効果も♪
月 1 回のストレスフリーで人生を豊かにし
ましょう。

第 4( 金 )10：00 ～ 11:30
10/28・11/25・12/9
＊12 月のみ第 2（金）
受講料：6,600 円（3ヵ月 3回分）
教材費：330 円 (3 ヵ月）

医王山　東光寺副住職 横山 友宏

定員 6名

大切な人に心で伝える♪

花ごころ己書
己書は、誰でも簡単に描くことが出来る「心」
を伝える書。上手い下手は関係なく、心を
込めて楽しく描きます♪心のままに表現し
て、「描けちゃった～！」を体験しましょう♪

第 4( 火 )14:00 ～ 15:30
10/25・11/22・12/27
受講料：7,590 円（3ヵ月 3回分）
教材費：495 円 (3 ヵ月）
初回教材費：実費（1100 円程度）

日本己書協会認定師範 中村 誠愛

定員 6名

事前体験会：10/19（水）　体験料：3,410 円 事前体験会：10/14（金）　初回体験OK：10/28（金）　体験料：2,750円 事前体験会：10/11（火）  初回体験OK：10/25（火）   体験料：1,650円

清水港の発展と歴史上の人物から紐解く
漫画で知ろう！清水のこと
港を中心に発展してきた清水の歴史は個
性豊かで魅力的です。
古代ヤマトタケルとのつながり、三保、
興津、由比の発展、清水の次郎長など、様々
な角度から描いたマンガを通じてわかり
やすく楽しくお伝えします。

月 1回 ( 土 )14:30 ～ 16:00
11/26・12/24・1/14
受講料：6,600 円（3ヵ月全 3回）
初回教材費：550 円（3ヵ月資料代）

漫画家・絵本作家 たたら なおき
定員 8名

作家さんのショップで愉しむ♪

暮らしを彩る陶芸時間
陶芸の基礎となる、菊練り、手ひねり、タララ作
りなどを学びながら、身近な器を作ります。
Kisshi&bu. ショップでの楽しいひと時を♪
会場：Kisshi&bu.（清水区入江 1-16-12）＊P有、           
静鉄電車入江岡駅から徒歩 10 分

第 3( 木 )13:30 ～ 15:30
10/20・11/17・12/15
受講料：9,900 円（3ヵ月全 3回）
教材費：実費（2,500円～3,500円程度/1回）
                  ＊講師に直接お支払い
制作品例：お皿、お茶碗、ボールなど

Kisshi&bu. 岸本 しのぶ

定員 4名　申込締切：10/6

黒板に描くカラフル＆ポップなアート

はじめてのチョークアート
黒い板にオイルパステルで描くオーストラ
リア生まれのチョークアート。
アート初挑戦の方でもカラフルでポップな
絵が描けるようになります♪

第 3（水）10:00-12:00
受講料：8,250 円（3ヵ月 3回分）
教材費：実費

PBR HandWork キャッチパステル代表 下條 画美

定員 6名体験日 :9/21、10/19、11/16（水）　体験料 :3,080 円

個々のレベルに合わせたグループレッスン♪

ゴルフスクール 【高部ゴルフ】

講師

吉田 プロ

初心者からスコアアップを目指す方まで、
講師が経験に応じて指導します。
初心者歓迎！途中入会可

◆受講料：25,080 円
      （ 3 ヵ月全 10 回・ボール代込）

鈴木 プロ 深澤 プロ

※練習球 100 球付き
※別途保険（200 円）
　の加入が必要です。
※会場会員カード年会費：
     500 円程度（非会員の方）

◆会場：高部ゴルフセンター（清水区大内 433‐1）
現地集合・現地解散・駐車場あり

世界最古のインド伝統医学を学ぶ
アーユルヴェーダ式ヨーガ
Ayurveda×Yoga
アーユルヴェーダは、心身のバランスを整
え、健やかな状態に導くメソッドです。体
質診断で状態を知り、それぞれに合ったア
プローチを学びます。基本知識＆プラク
ティスで体の中から美しく健康に♪

第 2・4( 土 )11:30 ～ 12:40
＊12 月は第 1、第 2( 土 )
受講料：12,540 円（3ヵ月 6回分）
初回教材費：660 円（アロマオイル、資料代）
音楽著作権料：132 円（3ヵ月）

アーユルヴェーダセラピスト　
全米ヨガアライアンス取得インストラクター 中村 美幸

定員 10 名

歪みを戻し、つらい痛みから解放する

エゴスキュー体操
膝・腰・肩・首の痛みなど、歪みが原因で起
こる痛みの軽減に効果的な米国で人気の運動
療法。難しい動きや激しい動きは無く、手軽
にできる体操です。

第1・3（火）13：30～14：45
受講料：13,200 円（3ヵ月 6回分）
初回教材費：実費※本代1,870円（初回のみ）
　　　　　　　　　　　テキスト代 1,100 円（3ヵ月に 1回）

（一社）エゴスキュー・ジャパン協会認定
 E サイズトレーナー 高柳　えみこ

ピラティスでボディラインを整える！

ボディーコントロール
柔軟性のある美しい身体を作り、幅広い年
代にお勧めのピラティスメソッド。背骨や
骨盤を支える筋肉を鍛えることで姿勢が改
善され、お腹も引き締まります。呼吸法で
緊張をほぐし、リラクゼーション♪

第 1・3（木）19:45～20:45
受講料：9,900 円（3ヵ 6回分）
音楽著作権料：132円（3ヵ月）

ヤマスポーツクラブ AFAA 協会
ピラティスアドバンスコーチ 山本 明美

事前体験会:10/8（土）初回体験OK：10/22（土）体験料:2,090円 体験日：9/20、10/4、18、11/1　体験料 :2,530 円 体験日 :10/6・20、11/3・17　体験料：1,980 円　

ヨガ＆ストレッチ　体験できます
50 ～ 70 代のための

筋力アップヨガ

脚 ・ お腹周りを中心に！

ダイエットヨガ

日頃のストレスを解消し、 体と心を癒す

リラクゼーション＆ダイエットヨガ

平日遅い時間のレッスンなら♪
ビューティヨガ

普段使わない背中の筋肉を解します

美背中ストレッチ

心と身体のバランスを整える

土曜の体質改善ヨガ

60 ～ 70 代の方に人気！のんびり気負わず受講できます。

毎週（月）13：30 ～ 14：40
受講料：18,150 円（3ヵ月 11 回分）
音楽著作権料：242 円（3ヵ月）

少し運動量があるヨガクラス。指導経験豊富な人気の講師。

毎週（水）10：15 ～ 11：25
受講料：18,150 円（3ヵ月 11 回分）
音楽著作権料：242 円（3ヵ月）

運動量があるヨガで気持ち良く汗をかきたい方におすすめです。

第 1・3（木）11：10 ～ 12：10
受講料：12,540 円（3ヵ月 6回分）
音楽著作権料：132 円（3ヵ月）

平日夜で遅めの時間で受講したい方に。指導経験豊富な人気講師。

毎週（金）19：35 ～ 20：45
受講料：18,150 円（3ヵ月 11 回分）
音楽著作権料：242 円（3ヵ月）

楽しくて気持ちいいリズムエクササイズ！続けることで
スッキリ美背中に♪
毎週（火）10：00 ～ 11：15
受講料：16,500 円（3ヵ月 10 回分）
音楽著作権料：220 円（3ヵ月）

週末のレッスンで、１週間のコリをやさしくほぐします。
毎週（土）10：00 ～ 11：10隔週コースもあります。
受講料：19,800円（3ヵ月 12 回分）
音楽著作権料：264円（3ヵ月）

ﾌｨｼﾞｶﾙﾖｶﾞ普及協会 柔道整復師　MAI

NPO法人　
健康精楽せらヨガ 大関陽子・望月　郁身 ﾌｨｼﾞｶﾙﾖｶﾞ普及協会 清水　喜久子 ＮＰＯ法人ステップ 21 公認インストラクター 大牧　恭子

NPO法人　
健康精楽せらヨガ 大関陽子ﾌｨｼﾞｶﾙﾖｶﾞ普及協会 安本理津子・望月久美子

「真心の言葉」は、コミュニケーション
能力アップから

人間関係を良好に
「コーチング 入門コース」
コーチング・スキルは、相手のもっている潜在意
識を引き出し、「様々な才能」を開花させること
ができます。ビジョンを明確に、人を動かす力を
身に付けましょう！
～こんな人におススメ～
●指導力をつけたい ●やる気を引き出したい
●部下の育成 ●苦手意識をなくしたい
●人間関係を良好にしたい

第 2・4( 木 )19:00 ～ 20:30
10/13・27・11/10・24・12/8・22
受講料：23,760 円（3ヵ月全 6回）
初回教材費：1,320 円（3ヵ月分）

Coaching コーチ・ハセガワ 長谷川 吉廣

指先に視線集中＆水仕事に強く長持ち！

素敵にジェルネイル
マニキュアとちがい、みずみずしく美しい
質感を 3～４週間楽しめるジェルネイル♪
自分でできる技術やコツを学びます。家族
や友達、ご自分のハレの日に♪便利でお得
な内容です。

第 2（火）18:45～20:40
受講料：15,180 円（6ヵ月全6回）
教材費：実費
（道具セット 19,500 円程度 LEDﾗｲﾄ込み）
※価格変更の場合があります。

ネイル＆ビューティ　cher. ～シェール～代表 鈴木 恵理

使い込むほどに艶が出る天然ならではの良さ

自然素材のつる籠編み
使い込むほどに艶が出る天然ならではの良
さが魅力！あけびや藤など自然素材の樹皮
や蔓を使って籠バックを作ります。

第 3（土 )10:00～15:00
受講料：13,200 円（3ヵ月 3回分）
教材費：実費（あけびの バッグ で 6,000 円程度）
※別途、材料費実費 1,500 ～ 2,000 円程度
当日講師へ支払い
※AMクラス、PMクラスも好評開講中

つる編み作家・編み物作家 BABA.ｍａｍａ

体験日：10/15、11/19、12/17体験料 2,970 円（10：00 ～ 12：00 の 2H）

体験日 :9/30、10/14・28、11/11　体験料 :2,750 円

秋からの増設クラス！

初めての洋裁入門 （火）
洋裁本の型紙などを使って、気軽に自分の
サイズに合った洋服を作ってみましょう。
印つけやしつけの手間を省き、手早くキレ
イに作る縫製を学びます。

第1・3（火）14：15～16：45
受講料：16,500 円（3ヵ月 6回分）
教材費：660円（3ヵ月分・ミシン使用代）

文化服飾学院通信教育学習グループ指導員
「ORIKA 洋裁教室」主宰 山内 早苗

カラフルな紙バンドを使って作る
クラフトバンドの手作りバッグ
＆雑貨 （午後クラス）
お洒落なクラフトバンド雑貨店「カミレオン 58」
の講師が、クラフトバンドを使った小物作りを教
えます。色、柄が豊富なバックや籠、小物入れな
ど実用的でカラフルな作品を作ります。

第 2・4（金 )13：00 ～ 15：00
受講料：14,520 円（3ヵ月 6回分）
教材費：実費（1,500円～1作品）
（ミニかご作り別途、材料費 1,000 円程度当日講師へ支払い）

カミレオンカフェ 58　山本美祐紀監修 Romi

定員 4名程度

ハンドメイドでおうち時間♪
入会金免除　3カ月で基本を習得！
はじめての投資の学校
「これから投資をはじめたい」、「資産
運用に興味があるが、何をしたらい
いのかわからない」。iDeCo や積立
NISA の正しいやり方など、投資の学
校で基本から学んでみませんか？

①第 1・3（水）18:40～19:40
②第 2・4（金）18:40～19:40
受講料：11,550 円（3ヵ月全 5回）

投資ストラテジスト 渡邉 希史

ビジネス

事前体験会①10/5（水）②10/14（金）　体験料 : 2,310 円

2022 年秋号

ホームページからは
24 時間お申込み受付中！

エスパルスドリームプラザから徒歩 2分
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フレンドリーで明るい講師が指導します♪

リーナ先生のやさしい英会話
日本語と英語を交えながら日常英会話を楽しみましょう♪
わかりにくい文法も、テキストに沿ってやさしく指導します。

英会話講師 大村 リーナ

たのしい韓国語　入門
アニョハセヨから学ぼう

ハングル文字や韓国文化を楽しむための簡
単な会話から始めましょう。日本語堪能な
韓国人講師が基礎から教えます。

第 2・4（土）13:00～14:00
受講料：22,000 円（6ヵ月 10 回分）
教材費：660 円（6ヵ月）

韓国語講師 金 福姫（キム ポッキ）

語学で旅する自分時間♪

体験日：（A）10/5・12・26  、11/2（B）10/6・20、11/17・24　体験料：2,420 円 体験日：9/24、10/8・22、11/26　体験料：2,596 円

（A）エンジョイらくらく英会話　
（水）①10：00～11：00　
          ②11：10～12：10
受講料：18,810 円（3カ月 9回分）
教材費：実費（3,000 円程度）

（B）ゼロからの英会話
第1・3(木 )①9：50 ～ 10：50
　　　         ②11：00 ～ 12：00
受講料： 12,540 円（3カ月 6回分）
教材費：実費（3,000 円程度）

外国人に英語で話しかけてみよう！
英語で清水を案内しよう　
ビギナーズ
良く使う単語やフレーズを覚えば、中学レベルの
英語でも道案内や会話ができるようになります。
JICA 企画調査員等の仕事で、アジア・アフリカ 4
か国で 9 年余生活した経験を持つ講師が英会話の
基礎も交えながら楽しく指導します。
 中学生レベルの英語でも、清水の名所を案内で
きるようになります。
第 1・3( 木 )13：20 ～ 14：20
受講料：12,540 円（3ヵ月 6回）
教材費：660 円（3ヵ月）

通訳案内士 廣瀬 信明

日本人講師がじっくり指導します
楽しい中国語会話
少し中国語を話せる方が、いろいろな話題に
ついての会話を重ねることで更に上達を目指
すクラスです。
ゲームや歌、映画やドラマの話題などを取り
入れながら月に１回のレッスンを楽しんでみ
ませんか？
第 1（土）10:00～11:30
※変則の場合がございます。
受講料：16,500 円（6ヵ月 6 回分）
教材費：990 円（6ヵ月）

「桜和中国語教室」主宰 望月愛

個々の目的に合わせた個人レッスン

話し方 PV
相手に伝わる話し方や上手な話の聞き方
など目的に合わせて学べる個人レッスン
です。
面接対策やビジネスでの印象 UP にオス
スメ♪

60 分×5回（3カ月）
※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ヵ月全 5回）
教材費：825 円（資料代）

フリーアナウンサー 松下 俊恵

体験日：10/6・20、11/3・17　体験料：2,530 円 体験日：10/22、11/5，12/24　体験料 3,135 円

心身を癒す健康レシピ

季節の精進料理を学ぼう
京都・妙心寺ご用達の精進料理店『阿じろ』
で修業した講師が、自宅でできる精進料理
を毎回 4～ 5品デモ形式でご紹介。
お昼時の嬉しい試食付き♪
第 3（金）11:00～13:00
【10/21・11/18・12/16】
受講料：8,250 円（3ヵ月全 3回）
教材費：7,260 円（3ヵ月）

全福寺住職　精進料理とどろき主宰 轟 義敬

身近な食材で健康に♪季節の養生法で免疫力UP！

暮らしに役立つ漢方
免疫力を高め気の巡りを良くする方法や、
漢方と体の関係など、季節に合わせた薬膳
の摂り方を丁寧に詳しく解説します。

第 3( 火 )13：00 ～ 14：30
【10/18・11/15・12/20・1/17・2/21・3/21】
受講料：14,520 円（6ヵ月全 6回）
教材費：1,320円（6ヵ月）

静岡県立大学非常勤講師　 王 元武

旨い酒の店　｢篠田酒店｣店主の

全国＆静岡地酒飲み比べ
酒好きをうならせる「篠田酒店」の
店主が、静岡の地酒や全国で話題の
酒をご紹介。毎回 8 種類程度のお酒
をツマミと一緒にテイスティング♪

第 2（金）19:00～20:30
【10/14・11/11・12/9】
受講料：8,250 円（3ヵ月全 3回）
教材費：4,950 円（3ヵ月）

こだわりの地酒専門店　篠田商店代表 篠田 和雄

暮らしを堪能♪

体験日：10/21、11/18、12/16　体験料：5,500 円

ポピュラーな楽曲からはじめよう♪
はじめてのウクレレ
楽器初心者でも簡単に始められるウクレレ。
ギターと比べて弦の数が少なく、小さくて扱いや
すいので女性にも大人気！ハワイアンソング～歌
謡曲や流行の歌にもチャレンジします♪

第 1・3( 水 )15:30 ～ 17:00
受講料：13,200 円（3ヵ月 6回分）
教材費：330 円（3ヵ月）
音楽著作権料：132 円（3ヵ月）

OLELO　HAWAI'I　OHANA　主宰 薮崎 晴美

定員 6名

憧れのピアノをグループで弾こう♪

指番号を見て弾くので、ピアノ未経験の方
でもピアノ演奏を楽しむことができます。
指先の運動は、脳の活性化にも効果的！楽
しい仲間と楽しみましょう♪　

第1・3（水）13：30～15：00　  
受講料：13,860 円（3ヵ月 6回分）
教材費：実費（ 初回 テキスト代 1,650 円）
音楽著作権料：132 円（3ヵ月）

一般社団法人全日本らくらくピアノ協会　1級認定講師 加藤 順子

水やり不要の枯れない花
花暦プリザーブドフラワー
生花の瑞々しさはそのままに、贈り物としても喜
ばれるアレンジメント♪長期保存が可能なので、
お部屋のアクセントにもオススメです。

第 4( 金 )19：00 ～ 20：30
受講料：11,880 円（6ヵ月全 6回）
教材費：実費 1 回 2,800 円
　　　　　（初回のみ 3ヵ月分前納制）
【1日講座のお知らせ】
プリザのお正月飾り
12/23（金）19:00 ～ 20：30
受講料：2,530 円（教材費別途実費）

IFA・NFD講師 市川 亜紀子

中高年から始めるらくらくピアノ®
音楽で健康生活を楽しむ♪

事前体験会：10/19、11/2　特別体験料：2,255 円 体験日：9/21、10/5・19、11/2　体験料：2,640 円

キーボードにあわせて楽しく歌ってみよう！
伴奏で歌おう♪ポピュラーソング
プライベートレッスン 【40 分】
J-POP からヒット歌謡曲、ドラマの主題歌
まで、キーボードに合わせて歌います。美
しい歌に触れて心を潤し、声を出すことで
ストレス解消になります♪
第 1・3（水）13:30-15:00
①13:30 ～ 14:10  ②14:20 ～ 15:00
受講料：23,100 円（3ヵ月 6回分）
教材費：660 円（3ヵ月）
音楽著作権料 :132 円（3ヵ月）

音楽教室主宰 漆畑 江里

定員 2名

初心者～経験者まで 30 分個人指導♪
ピアノ個人レッスン（大人 ・ こども）

譜面が読めない方でも安心のプライベート
レッスン♪自分のペースで学んで、お気に
入りの 1曲をマスターしましょう。

第 2・4（金）15:30～17:00（内 1人３０分）
受講料：16,500 円（3ヵ月 6回分）
音楽著作権料 :132 円（3ヵ月）

オカリナ・フルート・ピアノ講師 原 佳乃

海風を感じる、優しい音色♪
沖縄三線
南国独特のメロディーと音階で歌われる「琉
球民謡」の主旋律を奏でる楽器｢三線｣。ホッ
コリと心温まる島唄とともに素朴な音色を愉
しみましょう♪

第 2( 土 )13：30 ～ 16：00
受講料：10,560 円（3ヵ月 3回分）
教材費：330 円（3ヵ月）
音楽著作権料：66 円（3ヵ月）

三線インストラクター 望月 繁

体験日：9/30、10/14・28、11/11　体験料：3,080 円 体験日：10/8、11/12、12/10　体験料：3,960 円体験日 :9/21、10/5・19、11/2　体験料 :4,180 円

的中率の高さでリピーター続出！

みやき先生の開運手相＆四柱推命
【30 分個人鑑定】
毎回、満席の人気一日講座！
手相や生年月日から割り出す四柱推命、タ
ロットなどの占術で個人鑑定を行います。転
職・就職・引越しなど、適正な時期を知りた
い方にもお勧め！

10/15（土）10:35 ～ 19:30
※1人 30 分完全予約制

受講料：5,390 円
＊事前に聞きたいことをご準備ください。
 ※相性を観てもらいたい方は、自分と相手の生年月日
を教えてください。

幸せコーディネーター・手相・タロット・算命鑑定士 みやき みえこ

インテリアにもなるオシャレな収納箱を作ろう！

デコレーション茶箱教室
静岡の伝統工芸品でもある「茶箱」を綺麗
な布を使ってステキな収納箱にリメイク！
頑丈さ、防虫効果はそのままに、あなたの
メモリアルをオシャレに保存♪お部屋を彩
るアイテムに変身させます！
茶箱サイズ：347×247×265 ㎜

11/5（土）13:00~16:00
受講料：3,850 円
教材費：8,470 円（茶箱、資材代）
※布は事前に２種類からお選びいただきます。

創業 140 余年　日本茶専門店「美味茶ろん」
日本茶アドバイザー　 中村 美幸

心に寄り添う鑑定が好評！
占い鑑定アニマルメディスン
【30 分個人鑑定】
ネイティブ・アメリカンの伝承を基に作ら
れたオラクル（神託）カードを使って、過去・
現在・未来を読み解き、これからの人生に
必要なメッセージを受け取ります。

12/3（土）10:00~16:00
※1人 30 分完全予約制

受講料：4,950 円

よろずや　けめ 鷺坂 美奈子

1日の講習で 15 ～ 20 分の施術が可能になります。

トリートメント　実技１DAY セミナー

日本ボディスタイリスト協会認定校
Luxia　主宰 澤脇 雅乃

新しい年を迎える前に♪1日で認定証を取得！

整理収納アドバイザー
2 級認定講座
整理収納の考え方、空間活用など、講義だけではな
く、ケーススタディを交えながら楽しく学びます。
※受講後、ＮＰＯハウスキーピング協会認定　
整理収納アドバイザー 2級認定証発行
12/12（月）10:00 ～ 17:00＊休憩 60 分
受講料：17,600 円
教材費：7,100 円 ( テキスト、認定料代 )

整理収納アドバイザー　1級 認定講師 佐藤 慶子

お家に木の温もりと明かりを灯す
挽物ランプシェード作り
静岡挽物の木工ろくろを使ってランプシェード
を作ります。初めての方でも挽物一級技能士が
手取り足取り指導します。＊ご希望の方は専用ソ
ケットとコード（E26）購入可（別売り）
＊会場：Kisshi&bu.（清水区入江 1-16-12※Ⓟ有）

12/10（土）①10:00～12:00
                      ②13:30~15:30
受講料：3,850 円
教材費：実費（5,000 円＊講師にお支払い）
＊木くずがつかない服装（ニットやセーターはNG）で
　お越し下さい。

岸本挽物 Kisshi&bu. 岸本 真紀

定員各回 2名

自分や家族の健康、介護にも活かせるトリー
トメント術を学んで、大切な人の健康に役
立たせましょう。
※受講後、日本ボディスタイリスト協会認定校 Luxia 修了証発行

①12/3（土）ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ
②1/7（土）ハンドトリートメント　
③1/21（土）肩甲骨トリートメント
時間：13:00～17:00
受講料：各 8,250 円
教材費：各 3,300 円 ( 資料代・修了証代 )

1 日講座
癒しの Japandi スタイル 
苔テラリウム作り [ 小学生～大人 ]

和景 kazunori（深沢種苗園芸） 深沢 和典

定員 8名

ガラスボウルに用土を入れて、飾り石を配置。
ホソバオキナ苔やヒノキ苔など、4～ 5種類
の苔を植え付けてみましょう。
※ガラスボウルサイズ：直径15ｃｍ×高さ12ｃｍ
※小学 3年生以下は保護者同伴

12/3（土）10:00～12:00
受講料：3,300 円
教材費：3,850 円

定員 5名 申込締切：10/14
※写真はイメージです。

こども＆大人の書道　

創造力や考える力を育む
こども絵画教室 ( 土 )
【小学 1 年生～】

色鉛筆を中心にアクリルガッシュ・水彩を使って
絵を描いたり、小物作りを楽しみます。
【制作例】
10月、11月：クリスマスキャンバス作り
12 月：お年玉ポチ袋作り
第 4（土）14:30～16:30
※60 ～ 90 分フリータイム制
受講料：5,940円（3ヵ月 3回分）
教材費：1,650円（3ヵ月）
※第2・4（水）夕方クラスもあり

アトリエ・ユミ主宰 坪井 由美子

クラシックバレエを基礎から

こどもバレエ 【幼児～小学生】

優雅な身のこなしと音楽に合わせて楽しく体を動
かすことで、リズム感や表現力を身につけます。
指先まで伸びた美しい姿勢、心の発達も促します。

（土）①14:30 ～ 15:30【幼児】　
　　②15:40 ～ 16:40【小学生】
（木）③16:30 ～ 17:20【幼児～小学生】
受講料：16,500 円（3ヵ月 10 回分）
音楽著作権料 :220 円（3ヵ月）

富田バレエ・アーツスタジオ 富田 美保

苦手が好きに変わる！　

こども体育塾 【小学生】

運動が好きな子、苦手な子もみんな集まれ！
鉄棒やとび箱、マット、縄跳びなど、ゲー
ムを交えて楽しく指導します♪ちょっとし
たコツを体得すれば運動が好きになる！

（水 )17：00 ～ 18：00
受講料：14,300 円（3ヵ月 10 回分）

ヤマスポーツクラブ講師 樋口 巧己

人気の C-STAR クラスがスタート！
キッズチアダンス 【３才～小学生】

笑顔で楽しく踊るチアダンス。大切なこと
は楽しむこと！チアダンスのスキルはもち
ろん、仲間との協調性を養い、元気で向上
心に溢れた子供達に育てていきます。

第 1・3・4（火）17：00 ～ 18：00
受講料：16,335 円（3ヵ月 9回分）
教材費：実費（ポンポン代 2 個 1,650 円）
音楽著作権料 :198 円（3ヵ月）

C-STAR インストラクター

リズムに乗ってダンシング！

KID’S　DANCE　BEAT
【小 1 ～中学生】
HIPHOP の基本リズムとステップを中心に、
体の使い方や雰囲気の出し方など、
POP&STYLISH に踊るコツをお伝えします♪

第 2・4（月）17:20～18:20
受講料：9,900 円（3ヵ月 6回分）
音楽著作権料 :132 円（3ヵ月）

アンジェリミュージカルスタジオ講師 永田 藍

憧れの K-POP ダンスを完コピ！

はじめてのＫ－ＰＯＰダンス
【小学 3 年生～大人】
アイドルになりきって流行りの K-POP
ダンスを踊ります♪可愛いくてキレのあ
る K-POP ダンスをマスターして仲間と
一緒に盛り上がろう♪

第 1・3（水）19：45 ～ 20：45
受講料：10,560 円（3ヵ月6回分）
音楽著作権料 :132 円（3ヵ月）

Dance School  JUNGLOOP ＡＵ（あう）

走るコツと楽しさを！

キッズ走り方教室 【小学１年～】

運動神経が発達する小学生の時期に、走るこ
とを通じて身体の使い方を身に付けよう♪
正しい手の振り方や足の上げ方をマスターす
れば、今より速く走れるように！

第 1・3( 土 )11：30 ～ 12：30
受講料：9,900 円（3ヵ月 6回分）

日本陸上競技連盟公認ジュニアコーチ 星 利光

体験日：9/24、10/22、11/12、12/10　体験料：2,860 円

体験日：9/28、10/5・12・19、11/2　体験料：1,760 円体験日：10/1・15、11/5・19　体験料：1,980 円

体験日：9/26、10/24・31、11/14　体験料：1,980 円 体験日：10/5・19、11/2　体験料：2,090 円

子どもの習いごと

体験日：9/27・10/4・18・25、11/1　体験料：2,145 円

※★はこどもクラスもあります。 詳細はHPをご覧下さい。

体験日：①②10/1・15・22・29、11/5
　　　   ③10/6・13・20・27、11/10 体験料：1,980 円

１日講座

１日講座１日講座

１日講座１日講座１日講座
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実用書道
講師：鈴木光雪

月 3回（月）
14：00 ～ 18：00

受講料 14,850 円
教材費 2,640 円

火曜の書道
講師：近藤英水

第 2・4（火）
10：00 ～ 12：00

受講料 10,560 円
教材費 1,782 円

お勤め帰りの書道
講師：大内翆雅

第 2・4（水）
18：30 ～ 20：30

受講料 10,560 円
教材費 1,650 円（筆ペン）
　　　 1,980 円（毛筆・ペン）

土曜の書道
講師：西村秋苑

第 2・4（土）
9：30 ～ 11：30

受講料 10,560 円
教材費 990円（筆ペン・ボールペン）
　　　 1,980 円（毛筆・ペン）
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