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秋の
特別講座

入会金
不 要

高校生以上入会可

この秋から魅力的な新講座が登場!!

この季節
オススメの

1Day Lesson!

レカンフラワーは最先端のドライフラワー
で植物の色や形をそのまま残して乾燥する
ことができます。生花と見間違えるほど
とっても美しいです。教室では乾燥方法や、
その花を額に密閉する方法などを学びます。

自然のお花を美しい色と形を残して長期間
お楽しみ頂けます。初回は植物の乾燥方法
を、その後は額や液体に入れた作品、アクセ
サリーを作ります。資格取得も可能。販売、
贈り物、教室活動等、夢が広がります。

お庭のお花もレカンフラワーにして残せます

レカン
フラワー
教室

2017年スタートした新しいお花のクラフトです。

ドリーム
フラワー
基本講座

●開講日／第2水曜日　●時　間／13：00～15：00
●受講料／月2,500円　●教材費／別途必要
●持ち物／ピンセット、プラスチックスプーン、
ハサミ、カッター、ティッシュペーパー、
バスタオル1枚、新聞紙、筆記用具

Rosy Rose
ロージィローズ主宰

日本ヴォーグ社
レカンフラワー協会本部講師

●開講日／第2水曜日　●時　間／10：00～12：00
●受講料／月2,000円
●教材費／初回は1,000円程度(材料により異なります)
●持ち物／作品持ち帰り用の袋(2回目以降はその都度連絡)

講師：藤田  尚子講師：藤田  尚子

秋のNEW講座

講師：宮下  淳子

押し花
教室

お庭のお花からブーケまで…
お庭で育てたお花や記念のお花が素敵な
押し花にできますよ。月に一回のあなたの
ペースで押し花アートを楽しくレッスン。
フラワーデザイナーでもある講師がおしゃれ
な作品作りをお手伝いします。見学・体験も
気軽にお越しください。

●開講日／第3水曜日　●時　間／10：00～12：00
●受講料／月2,160円　●教材費／別途必要

クラスマリエカバーリング講師
講師：西村  まひろ

クラスマリエ
カバーリング講座

身の回りにある日用品を
おしゃれなインテリアに変える
針や糸を使わない簡単な手芸。何気な
く置いてある日常使うアイテムを布
やブレード、リボンを使ってお部屋の
雰囲気に合わせたおしゃれなインテ
リアに変えるカバーリングレッスン。
毎回違うアイテムを作っていきます。

●開講日／第1水曜日(10・12・2月)
●時　間／ 10：00～12：00
●受講料／ 4,860円(全3回分)　●教材費／ 2,500円

花・趣 味

花・趣 味

花・趣 味 花・趣 味

ダンス・舞 踊ダンス・舞 踊

形やジャンルにとらわれず簡単なフラワー
アレンジを楽しみませんか！！生花・造花・
プリザーブドなどいろんな花を使いましょう！
月に一度花との時間を！

●開講日／第1土曜日または第2水曜日
●時　間／13：00～15：00　●受講料／月2,200円
●教材費／月2,500円程度　●持ち物／花バサミ

すてきに花あしらい

講師：佐脇 みえ子

フラワー
アレンジメント
教室

フラワーアレンジメント
&カルトナージュクラフト
hana*nature主宰

講師：武内  直子

お花を飾って癒されましょう。
最近人気がある本物そっくりなお花、アーティ
フィシャルフラワー。生花では表現出来ない作
品も、アーティフィシャルフラワーで楽しく
作って頂けます。お水やりの必要もなくお花の
お世話が苦手な方にもオススメの講座です。

●開講日／第4木曜日 ●時   間／ 18：30～20：30
●受講料／月1,620円　●教材費／月1,500～2,500円
●持ち物／ワイヤーが切れるハサミ、作品お持帰り袋

フェイクフラワー
で作るナチュラル
花雑貨

フラメンコBクラス
（振り付けコース）

振り付けが中心のクラスです。全身
運動なので指先からつま先まで
シェイプアップでき、楽しく踊る
ことが開放感につながり、心身とも
にリフレッシュします。

●開講日・時間／
　第1・3木曜日 19：00～20：15
　又は第2・4日曜日 10：30～11：45
●受講料／月4,320円
●持ち物／フラメンコシューズ・パリージョ

内面からの自己表現ができ、
華やかで美しい踊りを目指して！

フラメンコAクラス
（入門）6ヶ月

初心者や体力に自信の無い方
にも、基本ステップからわかり
やすく指導！ 簡単な1曲から始め
ます。年齢を問わずいくつに
なっても楽しんで踊ることがで
きます。

●開講日・時間／
　第1・3木曜日 18：00～19：15
　又は第2・4日曜日   9：30～10：45
●受講料／月4,320円
●持ち物／動きやすい服装、筆記用具

踊って楽しく、
ストレス発散！

講師：伊藤  眞理子
木曜クラス

助手：TOKO
日曜クラス

助手：国枝  紀子

ダンス・舞 踊健 康・エクササイズ

健 康・エクササイズ

エンジョイ！
ラウレア・フラ
講師：伊藤  淳子
「ラウレア」主宰

笑顔で踊るフラは
心がウキウキ、
しあわせ感がいっぱい！

●開講日／第1・3日曜日  ●時間／ 10：00～11：30 
●受講料／月4,320円
●教材費／150～250円(新曲スタート時)　
●持ち物／ Tシャツ、パウスカート、タオル、
　　　　　水分補給飲料、ノート、筆記用具

「ラウレア」とはハワイ語で「幸福・平和・友情」と言う
意味です。フラの基本ステップからしなやかな動き
まで丁寧にご指導いたします。歌の意味を理解し、
繰り返し練習することで体がスムーズに動き、自然
に笑顔がこぼれ、心地良さを感じることでしょう。

ROSAクラス
(入門・初級)

●開講日／毎週木曜日   ●時　間／ 19：30～20：30
●受講料／月6,480円　 ●持ち物／水、タオルなど
お持ちであればフラメンコシューズ・フラメンコスカート

フラメンコを心と体で
感じましょう。
素敵な毎日が待ってます。

講師：森  浩美

姿勢・テクニック・体幹を養い、フラメンコの
基礎をじっくり、丁寧に指導します。その
クラスのレベルに合ったステップや短い
振付をレッスン内に行いますのでやさしく
楽しく一曲を踊れるようになります。クラス
見学、体験レッスン出来ます。

最適な身体の位置や使い方を体得しながら
効果的でかつ安全にヨガを行っていき
ます。自分の心、身体としっかり繋がりなが
らそこに安定感や心地良さ、可能性や喜び
を見出していきましょう。

ヨガで生命を
キラキラ輝かせましょう。

講師：乾  奈津子

ハタヨガ
（初級～中級）

●開講日／第1・3月曜日　●時間／ 10：00～12：00
●受講料／月3,700円
●持ち物／ヨガマット、飲み物、タオル・バスタオルetc

ヨガインストラクター

講師：NIO  YURI 忙しいあなたに
HULAでリフレッシュ !

リフレッシュHULA

●開講日／第1・3金曜日
●時　間／13：30～14：30　
●受講料／月4,210円

●開講日／第1土曜日
●時　間／11：00～12：00　
●受講料／月2,060円　
●持ち物／ Tシャツ、筆記用具

日頃忙しいあなただからこそ、
月一回HULAでリフレッシュし
ませんか？心も体も癒されて、
女子力アップ!ますます、輝くこと
間違いなしです。一緒にハワイ
の風感じましょう。

HULAを
レベルアップしたいあなたに

フラセラピー
中級コース

●開講日／第1・3金曜日
●時　間／ 11：00～12：00
●受講料／月4,210円
●持ち物／ Tシャツ、筆記用具、
　パウスカート(持っている方のみ)貸出可能

新しい曲をマスターすることを目標
に、楽器にも挑戦するレベルアップ
クラスです。レイ作りなどフラに関する
すべての事が学べます。

フラセラピーで心も体も美しく

フラセラピー
入門クラス

フラダンスが気になってる？一度
踊ってみたいと思っているあなたに
ピッタリなクラス!基本ステップから
丁寧にご指導します。曲を楽しく踊
れるようになります。迷っていない
で、一度体験してみませんか、一緒に
踊りましょう。

講師：門井  恵理

この秋、
着よう!
Myブルー

私だけのブルーでセンスアップ⬆
青はピンクと同様とても色の幅が広い色です。
スカイブルー、ターコイズ、ロイヤルブルー、ネイ
ビー、たくさんの青の中で自分に似合う『My
ブルー』を見つけましょう。意外な『青』に出会える
かもしれません。

●開講日・時間／ 9月29日(土)10：00～12：00
　　　　　　　　　　　又は13：30～15：30
●受講料／2,000円 　●持ち物／筆記用具

色彩講師、
カラーアナリスト

講師：益川  明美
日本リボンワーク協会
認定講師

色をとおして、心の声を聞きましょう。
今、気になる色はありますか？好きな色、嫌いな
色は？選ぶ色があなたの心の声を聞かせてくれ
ます。隠された悩みや願望に気づくことができる
でしょう。一度、体験してみてください。カラー
セラピスト資格取得講座はこちらのセラピー
システムを学びます。

カラー
セラピー
体験
講師：門井  恵理
色彩講師、
カラーセラピスト

●開講日・時間／ 9月22日(土)10：00～12：00
●受講料／1,620円　●持ち物／筆記用具

講師：西村  まひろ

アイシング
クッキー
レッスン

秋の可愛い動物クッキーを
作ってみませんか？
クッキーの上にお砂糖と卵白のクリームでデコ
レーションした美味しいお菓子。絵心がなくても
全く問題ありません!初めての方でも簡単に作れ
るように基礎からレッスンさせていただきます。
日持ちもするのでお孫さんやお友達へのプレゼ
ントにも喜ばれますよ。

●開講日・時間／ 9月26日(水)13：00～15：30
●受講料／1,620円 　●教材費／1,800円
●持ち物／エプロン、ハンカチ、
　　　　　持ち帰り用密閉できる容器

アート・趣 味

文 化・教 養・趣 味 

デコール
リュバン・
フリルバッグ

フレンチスタイルのリボンワーク
3種類のリボンを作って、フリルハンドルバッグ
に自由な位置で付けます。デコールリュバンの基
本コースの最も基本となるリボンワークが学べ
ます。

●開講日・時間／ 9月29日(土)13：00～15：30
●受講料／2,160円 　●教材費／3,240円
●持ち物／針、黒糸、ハサミ

マリーナ河芸特別講座

海の達人
簡単!
体験
セーリング

参加者の方々に合わせたレベルのセーリングで
大海原へお出かけしませんか？海にふれるだけ
でもよし!癒されるもよし!どなたでも楽しんで
頂けます。※艇種 Y-23使用

●開講日・時間／ 9・10月第1土曜日 9：00～12：30
●受講料／大人5,000円・中学生以下3,000円
●持ち物／動きやすくて濡れてもよい服装、
　　　　　運動靴、帽子

マリーナ河芸特別講座

サンセット
SUP体験

SUPに乗って、
夕暮れ時の海を楽しみませんか
秋の夕暮れは沈みゆく太陽が空と海をオレンジ
に照らし、とても幻想的。そんな時間にあわせ
SUPで海に漕ぎ出てみませんか。
レクチャーをしますので初心者の方でも安心し
てご参加ください。

●開講日・時間／ 10月6日(土)16：00～17：30
●受講料／5,000円　●対象者／高校生以上
●持ち物／濡れてもよい服装、タオル、着替え
　マリンシューズ、ウィンドブレーカーなど

講師：Nao

ピラティス

美しさは内から!!
インナー Beauty up
運動したいけど、きついのは苦手…という方に
おすすめです。激しい動きでなくても、筋肉に
しっかり働きかけていきます。終わったあとは
すっきり!体の軸も整ってキレイな姿勢に!

●開講日・時間／ 9月  6日(木)13：00～14：00
　　　　　　　   9月20日(木)13：00～14：00
●受講料／800円
●持ち物／動きやすい服装、飲み物、タオル

料 理健 康・エクササイズ

9/1　~30　日土 ま
で

5,000円が
通 常

入会金
気になる講座があれば、
お気軽にお問い合わせください。

アート・趣 味

日本リボンワーク協会認定講師
講師：益川  明美

デコールリュバン
【1日で資格取得】

フレンチスタイルの
リボンワーク・基本コース
国内外の有名メーカーのリボンで、オリジ
ナル「リボンスケール」を使って、10アレ
ンジのリボンの作り方を学べます。ご希望
の方は、スキルアップコース①②、クレイ
コースに進めます。お好きなリボンを選ん
で、素敵なアクセサリーを作りましょう。

アート・趣 味

FTPマットピラティス インストラクター
講師：Nao

ピラティス

美しさは内から!!
インナー Beauty up
呼吸と共に、お腹中心に体の奥深くの
筋肉を使って動いていきます。筋力
up、姿勢改善などの効果あり!姿勢が
よくなることで、内臓の働きがよく
なり、代謝もup!女性に嬉しい美肌、
ダイエットにもつながっていきます。

●開講日／第1、3木曜日　●時間／ 13：00～14：00
●受講料／月1回 1,800円・月2回 3,600円
●持ち物／動きやすい服装、飲み物、タオル、
　　　　　マット(あれば)こちらで用意もあります。

健 康・エクササイズ

老若男女大歓迎!
簡単にヨットを楽しもう!

2018.10.1
　～2019.3.31秋講

座
入会金半額キャンペーン実施中

期 間 限 定

●開講日／第4土曜日　●時　間／ 13：00～16：30
●受講料／ 7,560円(全1回)
　　　　　日本リボンワーク協会入会金5,400円
●教材費／ 19,770円　 ●持ち物／針、糸、ハサミ

火曜日定休
(土・日・祝日も受付承ります)

※見学、体験レッスン（有料）ができる講座もあります。

途中
入講可!
※一部講座
を除く

開講後でも

初心者大歓迎



http://www.marina-kawage.co.jpTel.059-245-5001
マリーナ河芸
津市河芸町東千里854-3 Fax.059-245-5002 E-mail:info@marina-kawage.co.jp
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近鉄名古屋線
千里駅

豊津上野駅

百五銀行
白塚駅

セノパーク

千里駅前

千里団地入口

東千里

検索マリーナ河芸 カルチャースクールだより

ブログ・Facebookもご覧下さい。

無料駐車場 300台有
・白子駅より車で約10分
・津駅より車で約15分
近鉄千里駅より徒歩5分

イベント情報や各講座の
レッスン風景・作品紹介などUPしています！

合宿におすすめ!合宿におすすめ!

三重マリンセンター
～海の学び舎～

三重マリンセンター
～海の学び舎～

宿泊施設(マリーナ河芸内)

海の
●ご入会される方は、銀行口座番号・ご印鑑をご持参下さい。●10月1日以降ご入会の方は、入会金5,000円（税込）が必要
となります。●入会金5,000円（税込）で何講座でも受講できます。●満60才以上の方は入会金5,000円（税込）がいつで
も半額となります。（年齢を証明するものをお持ち下さい。）●受講料は初回２ヶ月分を除き、原則的に預金口座引落しに
より精算させて頂きます。●受講料には、明記していない教材費等が必要な場合の講座もあります。●設備費としてお一
人様につき月200円が必要となります。●講座は月４回（週１回）、月３回、２回、１回、臨時講座等ありますので、事前にご
確認下さい。●参加人数が一定に満たない場合、講座開講を中止または延期することがあります。●記載の金額には消費
税が含まれております。●会員資格は受講を継続していただいている限り有効です。ただし、途中13ヶ月以上受講されな
かった場合は自然退会となりますのでご注意下さい。●退会後でも1年間は再入会無料です。

ボート、クルーザーヨット、
アクセスディンギー、

シーカヤック等の無料乗船会、屋台、
ダンスパフォーマンスライブなど

※雨天の場合は翌週順延

AM10:00～PM4:00

第13回

9/8　・9 日土

参加費無 料
参加費無 料

バリアフリーまつりバリアフリーまつり

会場/マリーナ河芸

tel.059-245-5001
 ht tps://Active-Kids.Club

●お申し込みは、お電話又は下記HPから
11月以降のスケジュールはHPにて随時発表

参加費 対象年齢3,500円 4才～12才
9/30 ❶初級コース 10：30～12：30

❷初級コース 14：30～16：30
❶初級コース 10：30～12：30
❷テクニカルコース 14：00～15：30

日

10/21
日

入場無料

12/2 日

11/29     ～12/2 日木

気になる講座の作品・発表会を
この機会にぜひご覧ください

気になる講座の作品・発表会を
この機会にぜひご覧ください

会 場 三重マリンセンター(マリーナ河芸向かい )

マリンフェスタ
2018
マリンフェスタ
2018

13:00-17:00
音楽&ダンスショー

作品展示会

ダンス・演奏盛りだくさん!

こだわりの作品がズラリ!

音 楽・趣 味

音 楽・趣 味

音 楽・趣 味

講師：百本　マイ 小粋に歌おう！Jazz・洋楽小粋に歌おう！Jazz・洋楽

ご希望の曲を一人一人の声の高さに合わせたキー
やテンポで楽しく伸び伸びと歌うことができます。
ステージ経験豊富な講師が丁寧にご指導されて
いただきます。(月1回40分の個人レッスン)

●開講日／第2水曜日・第4月曜日
 ●時間／10：00～12：30　 ●受講料／月5,500円
●教材費／1,000円（楽譜・資料 必要時に）
●持ち物／筆記用具、楽譜を入れるファイル

初心者も大歓迎。歌うことが楽しくなる
洋楽を中心とした楽しいグループです。

発声、発音を一人一人のニーズに
合わせてしっかり学べる個人レッスン

発声、発音の基礎から歌う楽しさ、ステージ
経験豊富な講師が丁寧にご指導させていただ
きます。歌ってみたいご希望の曲を一人一人の
声の高さに合わせたキーやテンポで楽しく
伸び伸びと歌うことができます。(月2回)

●開講日／第1・3水曜日 ●時間／10：30～12：00 
●受講料／月5,500円　●教材費／1,000円
　　　　（課題、リクエスト1曲毎（デモCD付）
●持ち物／楽譜を入れるファイル、筆記用具、
　　　　　水分補給できるもの

グループレッスンクラス 個人レッスンクラス
歌謡名曲クラブ

昭和40年代～平成の演歌・歌謡曲を中心に、
懐メロも新しい曲も学べ、丁寧に歌い方や
個人指導します。常時リクエスト曲を受け
付け、4曲の課題曲を講師の生演奏で歌い
ます。発声練習、リズム、腹式呼吸など音楽の
基礎も毎回行います。受講生の皆さん大変
上達しています。

●開講日／第3水曜日　●時間／13：30～14：50
●受講料／月2,570円
●持ち物／筆記用具、楽譜を入れるファイル

はじめてフルート

フルートを初めて持った方が好きな曲を吹ける
ようになるまで、少人数で丁寧に持ち方、吹き
方、呼吸法、指使い、タンギングなど指導いたし
ます。憧れの楽器をやってみたかった方、独学で
は難しくあきらめた方、楽譜が苦手な方もルビ
振りOKです。どなたでも吹けるようになります。

●開講日／第1水曜日　●時間／ 12：20～13：25
●受講料／月2,570円
●持ち物／フルート(無い方はお貸しします〈4回〉)
　　　　　譜面台、楽譜を入れるファイル

国立音楽大学フルート科卒業
日本音楽療法学会認定音楽療法士

講師：太田  倫代 みんなでフルート 中級

音色研究・滑らかな指使いの基礎練習と、合奏曲や
個人の希望に合わせた曲を皆で練習します。受講生
は高校生の時に吹いて以来30年ぶりの方や始めて
4年目の方など、その方に合わせて丁寧にレッスン
しています。フルートをもう一度吹いてみません
か。月2回経験者の方のグループレッスン。

●開講日／第1・3水曜日　●時間／15：00～16：30
●受講料／月5,140円  
●持ち物／フルート、譜面台、筆記用具、

楽譜を入れるファイル

合奏の楽しさと
フルートソロ曲を深める

演歌・歌謡曲のレパートリーを
広げてどんどん上手になろう!

フルートを初めて持つ方の
個人向け合同レッスン

受講者からのリクエストでポップス、洋楽、フォー
クソングなど3曲歌い、後半は簡単で短い2曲の
合奏をします。木琴、鉄琴、キーボード、大正琴、
ウクレレなどを好きな楽器を使い、どなたでも
弾けるように簡単に編曲してあります。楽譜が
苦手な方もルビ振り、初めての楽器でもゆっくり
丁寧に指導するのでご安心ください。

●開講日／第1水曜日　●時間／13：30～14：50
●受講料／月2,570円
●持ち物／楽譜を入れるファイル、筆記用具

女性向けステキな歌と
懐かしい楽器で行う合奏の体験

歌合奏クラブ

色々な歌を楽しく
歌いながらより心豊かな
自分を開きます。

楽しい声楽

わかりやすい発声で、シャンソン・カンツォーネ・
ミュージカルから芸術歌曲まで、自分の好きな歌を歌
いながら、もう一つの素敵な自分を発見していきます。

●開講日／第2・4金曜日
●時　間／ 10：30～11：30
●受講料／月5,400円　●教材費／随時プリント代

講師：杉野  泰彦
元 東京混声合唱団

JAZZサックス入門講師：ゆみ

サックス吹きならかっこよくきめたいの
がジャズ。でも、どこから始めていいか
分からないのもジャズ。コツさえつかめば、
すぐにリズムにのれるようになれます。
この機会にぜひチャレンジを!!
（個人レッスン30分・グループ60分）

COOLに決めよう！

はじめてのサックス

サックスは他の管楽器に比べて随分後に作ら
れて、大変進化した性能を持っています。その
一つは習ったその日から音は出ます。更に半年
から一年もすると、人が歌うような表現で吹く
事が出来ます。まずは、吹きたい曲をクリアし
ましょう。（個人レッスン30分・グループ60分）

●開講日／第1・2・3月曜日
●時　間／15：00～20：00
●受講料／個人月11,340円、グループ月9,180円
●教材費／要相談
●持ち物／楽器（調達の相談お受けします）

●開講日／第1・2・3月曜日
●時　間／15：00～20：00
●受講料／個人月11,340円、グループ月9,180円
●教材費／要相談 
●持ち物／楽器（調達の相談お受けします）

人の心を動かすサックス奏法を
あなたのものに

カンタンキーボードで
エンジョイミュージック♪

講師：鍬田  基子
大人のキーボード教室

たくさんの音色とリズムを使っ
ていろんなジャンルの曲をお1人でも楽しめる電子キー
ボードです。指先運動にもなり、音楽を奏でる事で心の癒し
になります。楽器の使い方から1人1人に合わせたレッスン
を行っています。和気あいあいとした楽しいクラスです。
●開講日／第2・4月曜日 ●時  間／13：15～14：45
●受講料／月3,780円　 ●教材費／1,300～3,000円(初回のみ)
●持ち物／キーボード、筆記用具、ヘッドホン

カシオミュージックサークル
キーボード登録講師

三重県で初めて！茅ヶ崎式
英語学習をゆったりとたのしく

講師：荒川　雅子

英会話カフェ
（超初級）

「聴けない言葉は話せない」という原理から茅ヶ崎式は「聴く力」
に重点を置きます。超初級から、洋画を字幕なしで観て、インター
ネットを使いこなす英語力をつけていきましょう。レッスン後に
皆さんとカフェでサークルのように話しをするのも楽しみです。

高校一種国語教員、司書教論

●開講日／第1・3木曜日　●時間／10：30～11：30
●受講料／月5,400円   ●教材費／教材はこちらで用意します
●持ち物／筆記用具

童謡・演歌・フォークソング
をギターレッスン

(フォークソングもやります)
講師：赤井  薫
　　江田  廣美

ギター寺子屋講座

いろんなジャンルの音楽をギターで弾きます。楽譜が読め
なくても大丈夫です。クラシックギターやフォークギター、
何でもOKです。基本から応用技術をレッスンします。

●開講日・時間／第1・3月曜日19：00～21：00
　　　　　　　　　  又は第2・4金曜日12：00～17：00
●教材費／初回のみ3,000円(楽曲によりレッスンCD等を別途)
●受講料／月4,320円　●持ち物／ギター

フラメンコギターの魅力を
気軽に楽しみませんか！

講師：赤塚  洋爾
フラメンコギター

フラメンコギターは、踊りの伴
奏で耳にされることが多いと
思いますが、ソロも独特の曲想で楽しめます。陽気な曲
や哀愁を帯びた曲等様々です。それぞれの技能に応じて
個人指導で進めさせていただきます。初めてギターを手
にする方でも弾けるようになりますのでご安心下さい。

●開講日／毎週水曜日　●時間／15：00～18：00
●受講料／月10,800円
●持ち物／フラメンコギター（あれば）

みんなで歌って
演奏して楽しい時を

講師：SHIGE

もっと楽しく
ウクレレ

ハワイアンから歌謡曲まで様々な曲を演奏します。
初心者から中級者まで対応。歌やハモリも交えて楽し
く演奏しましょう。

●開講日／第2・4木曜日　●時間／ 10：30～12：00
●受講料／月4,320円
●持ち物／楽器、楽譜、譜面台

石けんから
華やかなお花を作ります。

講師：玉置  里香

ソープカービング

石けんを使ってナイフ1本で華やかなお花を作ります。
アジア的なデザインから和風又はフランスをイメージ
したロマンティックなデザインなど様々なデザインを
学んでいただけます。

●開講日／第3水曜日　●時　間／ 10：00～12：00
●受講料／月2,160円　●教材費／月1,500円
●持ち物／ハサミ、持ち帰り用袋、初回時購入ナイフ等

カービングスタジオ935所属

粘土を型で抜くコース

講師：益川  明美

グラスクレイ
～シス・セゾン～

ペーパーナプキンを転写して柄を入れ、ACIAオリジナル
の型で抜いた粘土の薔薇やカメオを貼ります。ヨーロ
ピアンテイストのおしゃれな作品を作りましょう。

●開講日／第2木曜日　●時　間／ 10：00～12：00
●受講料／月3,780円　●教材費／別途必要
●持ち物／水入れ、ラップ、木工用ボンド、キッチンペーパー

誰でもすぐ描ける
ラクラクペインティング

講師：行方 明子・平田 純子

カントリーペイント教室
KIRAKU

憧れのカントリーペイント！作りたい作品が自由に
選べて、一日で完成できる手軽なペイント教室です。
筆と絵の具はこちらで準備しますので、エプロンのみで
参加できます。

●開講日／第1・3土曜日 ●時間／10：00～12：30、13：00～15：30
●受講料／月1回1,620円・月2回3,240円 
●教材費／月315円～  ●持ち物／エプロン

何枚もの紙を重ねて作る
不思議な空間

講師：岡田  恵美子
シャドーボックス

“紙の彫刻”とも呼ばれ、同じ
絵柄を切り抜き立体的に貼り
合わせ、厚みのある額装に
仕上げます。お好みの絵をご自分のペースでやってみ
ませんか！和風・洋風・季節の作品などを作ります。
インテリア・プレゼントに最適ですよ！！

●開講日／第2・4木曜日　●時間／ 9：30～12：00
●受講料／月2回4,320円、月1回2,160円 
●教材費／1作品3,000円～
●持ち物／カッター、ピンセット、シリコンボンド、つまようじ

簡単に作れ、使って
楽しいエコクラフト

講師：山下  千穂

エコクラフト手芸

再生紙でできた環境にやさしい
クラフトテープを使って、キッチン雑貨や収納グッズ、バッグ
など、使って楽しい作品を作ります。紙素材なので扱い
やすく、初めての方でも簡単に作ることができます。さあ、
あなたもハサミとのりを持って始めてみませんか？

●開講日／第1月曜日　●時　間／ 10：00～12：00
●受講料／月1,620円　●教材費／月約1,000円
●持ち物／ハサミ、速乾性の木工用ボンド、洗濯バサミ

基礎から学ぶ粘土細工

講師：益川  明美

グラスクレイ

●開講日／第2木曜日　●時間／10：00～12：00
●受講料／月3,240円～（グレードによりUPします） 
●教材費／別途必要
●持ち物／水入れ、ラップ、木工用ボンド、つまようじ

アートクレイインターナショナル
協会公認講師

ACIAオリジナルの光を通す樹脂粘土『グラスクレイ』
を使って作ります。お花や天使等の色々な柄が簡単に
入れられます。

香りのするせっけん粘土や
軽量粘土などでお花や小物をつくります。

講師：安田  みほこ

粘土で作る
お花の雑貨教室
JFS 香りの花せっけん 主任教授
DECO クレイクラフト フラワーコース講師

粘土でお花などを作り、1～2回で作品を完成。初めての
方でも大丈夫。気軽に粘土に触れて楽しんでみませんか。

●開講日／第4月曜日　●時　間／13：30～16：00
●受講料／月1,700円　●教材料／ 1作品1,800円
●持ち物／お持ち帰り用の袋や箱(20×20×15㎝)
　　　　　ラジオペンチ(ワイヤーが切れるもの)

フランス発のペーパークラフトで
楽しい雑貨作り

講師：武内  直子

はじめての
カルトナージュ

カルトナージュとは、カルトン（厚紙）を組み立て、その上に
綺麗な布を貼って作るフランスの伝統工芸です。その手法
を使いフォトフレームや箱などの作品を作って頂きます。
はじめての方対象となっておりますので安心して受講して
いただけます。一緒に小物・雑貨作りを楽しみましょう。
●開講日／第2金曜日　●時　間／ 13：00～16：00
●受講料／月1,640円　●教材費／月700円～2,500円
●持ち物／筆記用具、クラフトバサミ、布バサミ、広告、カッターナイフ、定規

フラワーアレンジメント&カルトナージュクラフト
hana＊nature主宰

講師：菅谷  玉暎

実用筆ペン・
ペン字・書道教室

住所・氏名はもちろん、よく書く字から習えるのですぐに役立
ちます。お手本をなぞったり、マネるだけ！（のし袋・お礼状・般
若心経等）初心者～資格取得希望の方まで。書道初心者歓迎。

●開講日／第3月曜日　●時　間／ 10：10～11：40
●受講料／月1,690円　●教材費／月500円
●持ち物／筆ペン→筆ペン・ペン字→ボールペン・書道→書道用具一式（新聞紙2枚）

文化書道高等師範・文化ペン字師範
日本教育書道師範・審査委員
秀石書道会理事

美文字のコツ教えます！なぞってマネるだけ。
・・・

墨の香りにつつまれて、
文字に親しむ書道

講師：林  爽瑤
書の教室

初心者から師範取得を目指す方までを対象とする書道講
座。基礎、古典臨書を経て、墨の濃淡、潤渇、余白美等といっ
たものを駆使し、人の心に響く個性あふれる作品を作れる
ように指導いたします。また手紙文で実用書も学べます。

●開講日／第1・3水曜日　●時間／13：00～15：00
●受講料／(初級)月3,780円 （上級）月5,400円 （師範コース）月7,560円
●教材費／実費（競書雑誌 月800円 他） ●持ち物／書道用具一式

（青潮書道会常務理事・
日本書芸院一科審査員）

●開講日／第4土曜日 　　 ●時  間／ 13：30～15：30
●受講料／12,600円（全6回分）  ●持ち物／新配色カード(199a)、
筆記用具、のり、はさみ※新配色カードがない方は事前連絡

色への苦手意識がなくなる。
色ってホントにおもしろい！！

講師：門井  恵理
磨こう！色彩力

色の勉強をしたけれどすっかり
忘れてしまった。自分のパーソナルカラーは知っている
けれど、どう活かせばいいのかわからない。そんな方の
ために身近にあるモノから、配色を学びます。色のおもしろ
さを思い出しましょう。

文部科学省後援「色彩検定１級」

●開講日／第2・4土曜日 　●時　間／ 10：00～12：00
●受講料／月16,700円　　●持ち物／筆記用具
●教材費／ご希望の場合、ドレープ(色布)代がかかります。

さらに進化した12タイプの
パーソナルカラー

講師：門井  恵理

サイアートパーソナル
カラー養成講座

4シーズンパーソナルカラーをさら
に3属性(色相・明度・彩度)に細かく分けた12シーズンの
パーソナルカラー診断システムです。自信をもって似合う
色を選べる、友達や家族にアドバイスできる、仕事として
パーソナルカラー診断できるなど役立ちます。(全12回)

文部科学省後援「色彩検定１級」、カラーアナリスト

個性を生かす
カラーコーディネート

何気なく選んでいる色。でもその色、本当にあなたに
似合っていますか？
人は誰でも自分だけに『似合う色』を持っています。似合
う色を知り、輝く自分を発見しましょう。

●開講日／第1土曜日 　　   ●時   間／ 10：00～12：00
●受講料／12,600円（全6回分）　●教材費／1,000円(初回のみ)
●持ち物／筆記用具、のり、はさみ

見つけよう!
ワタシに似合う色

講師：門井  恵理
文部科学省後援「色彩検定１級」

講師：門井  恵理

カラーセラピーを初めて学ぶ方には気軽に学ぶことができて、
セラピストの方には応用性の高い、使えるカラーセラピーシス
テムです。基本となる6色の丸いボトルを使ってのセラピーに
なります。終了後はセラピストとして活動できます。(全6回)

色が好きな方、人から
よく相談される方へ。

色彩講師、カラーセラピスト

●開講日／第2土曜日　●時　間／13：30～15：30
●受講料／月8,350円   ●教材料／ 20,000円 (初回のみ)
●持ち物／筆記用具

カラーセラピスト
資格取得講座

講師：門井  恵理
色彩講師、カラーセラピスト

近年では様々なカラーセラピーが海外から伝わってき
たり、独自に開発されたりして、どれがいいの？どう違う
の？と迷うほど。そこで毎回違うセラピーを体験してカ
ラーセラピー世界に触れてみてください。

色々なカラーセラピーを
ココで体験できる!

●開講日／第3土曜日　●時間／10：00～12：00　
●受講料／12,600円(全6回分)
●持ち物／筆記用具、色鉛筆

世界のカラーセラピー
いろいろ体験

講師：門井  恵理
日本グラスアート協会インストラクター

グラスアート

日常に色の光を
取り入れませんか。
ステンドグラスの雰囲気をそのままに、簡単に安全に作品を
作ることができます。鏡、雑貨など、さらにはお家の窓にもグ
ラスアートできます。色のお話なども加えて、楽しく作品を作
りましょう。インストラクター資格取得もできます。
●開講日・時間／第1・3土曜日13：30～15：30
　　　　　　　  第1・4水曜日10：00～12：00　
●受講料／月1回は1,620円、月2回は3,240円　
●教材費／ 1,000円～(作品によって異なります) ●持ち物／初回時に説明

講師：渡辺  由美香

巻いて楽しい！切って
ドキドキ!食べておいしい！

デコ巻きずし

人気のお寿司を切ると切り口から可愛い絵柄が現れる
お寿司!デコ巻きずしです!季節の絵柄をお寿司で巻き
ます!まきすを使ったことのない方でも大丈夫!ワクワク
ドキドキしながら楽しく巻きましょう!

●開講日／第2水曜日　●時　間／ 10：30～12：30
●受講料／月1,620円　●教材費／月1,800円
●持ち物／エプロン、タオル、サランラップ、タッパー容器

日本デコずし協会 マイスター

料 理

講師：西村  まひろ

見ても楽しい、食べても
美味しいお菓子作り

アイシング
クッキー

毎月、季節や行事に合わせたクッキーをご用意。お孫さん
やご家族、お友達へのちょっとしたプレゼントにも喜ばれ
ること間違いなし!絵心がなくても大丈夫!アイシング
クッキーは誰でも簡単に作れるお菓子です。

●開講日／第3木曜日又は第4水曜日  ●時間／13：00～15：30
●受講料／月1,620円　　　　  ●教材費／月1,800円
●持ち物／エプロン、ハンカチ、クッキーを持ち帰る密閉できる容器

JSAアイシングクッキー認定講師

料 理 アート・趣 味

アート・趣 味

アート・趣 味アート・趣 味アート・趣 味

アート・趣 味アート・趣 味 アート・趣味

講師：益川  明美
日本リボンワーク協会公認講師

デコールリュバン
・アネクレン

リボンワーク＆クレイ
ブランドをモチーフにした6作品
をリボンと粘土で作ります。手作りで少しだけ憧れのブラン
ドを楽しめます。ブランドイメージが強いのでキットや作品
販売はできません。ご自身でお楽しみ頂く作品となります。

●開講日／第4水曜日　　　　  ●時間／10：00～12：00
●受講料／月3,780円　協会入会金5,400円
　※ディプロマ料金48,600円　●教材費／別途必要
●持ち物／水入れ、ラップ、木工ボンド、つまようじ

音 楽・趣 味

文 化・教 養・趣 味

音 楽・趣 味音 楽・趣 味音 楽・趣 味音 楽・趣 味文 化・教 養・趣 味

文 化・教 養・趣 味

講師：藤田  尚子

花と暮らす
認知症予防講座

植物を育て、花を部屋に飾り、花のクラフトを楽しみ、
心豊かな生活を送りましょう。認知症予防に役立つ具体
的な園芸やクラフトの技術、認知症予防の知識などをお
伝えいたします。資格取得・途中入講可。(12講座)

●開講日／第4水曜日　●時　間／ 13：00～15：00
●受講料／月1,620円　●教材費／別途必要
●持ち物／はさみ、タオル、ティッシュペーパー、机に敷くもの、持ち帰りの袋

植物やお花に触れるって
すごく楽しい!

文 化・教 養・趣 味

文 化・教 養・趣 味

フラワー
アレンジメント教室

季節のお花を使ってオシャレで個
性的なアレンジメントを作ってみませんか? フラワーデザ
インの基礎からテーマに沿ったオリジナルカリキュラムを
ご用意しています。初めての方でも素敵なアレンジメントが
作れます。花のある暮らしをもっと気軽に楽しみましょう。

花・趣 味

●開講日／第2木曜日　●時　間／ 18：30～20：30
●受講料／月1,620円　●教材費／月2,700円
●持ち物／花切りばさみ、持ち帰り用袋

生活を彩る花のある暮らし

講師：丹羽  真寿美
社団法人 日本フラワー デザイナー協会認定講師
一般財団法人 日本切花協会
カットフラワーアドバイザー

楽しい癒 し オススメ

人気!

初心者大歓迎 幅広い年齢層から人気


