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やさしいスペイン語会話（初級Ⅱ）

教養・ビジネス

※受講料は3ヵ月
　（4・5・6月）分
　［税込］
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楽しい古文書「信長公記」

6,480円

6,480円
（①②とも）

◯小笠原惣領家
　三十二世
　直門礼法講師
　NPO法人
　和の未来理事長
　安田 多賀子 他

水曜日（第4）
13：30～15：00

木曜日
（4/4・5/30・6/6）
19：00～20：30

9,072円

12,960円
（6ヵ月分）

水曜日（第2・4）
13:30～15:00

9,720円

木曜日（第3）
13：30～15：00

◯岐阜県歴史資料保存協会  理事長  小栗 明朗
古文書　①AM ②PM 金曜日（第2・4）

①10：00～12：00
②13：00～15：00

古文書は肉筆の持つ不思議な力で、いろいろ
なことを語ってくれます。史料は岐阜県各地の
文書を使用。

◯元岐阜県歴史資料館職員  吉田 義治

●ビジネスマナー●美しい基本動作●日常の作
法●冠婚葬祭の心得を1年間で習得。希望者に
は修了証（有料）を授与します。

礼法指導者養成講座

火曜日（第1・3） 
13:30～15:00

今さら聞けない日々の疑問を、実例を通して学び
ます。※4月4日に体験講座があります。（要予約）

今さら聞けない「暮らしの作法」

お付き合いの場で簡単に実践できる作法の極
意に接して頂く時間を提供します。

礼法講座 
～思いついた時がはじめ時～

万葉集に親しむ ～万葉集の詠い手たち～

巻別に歌をよんでみましょう
4月　巻3の①
5月　巻3の②
6月　巻3の③

◯能楽師（観世流準職分）  植田 叔子
世界遺産「能楽」への誘い 木曜日（第3）

13：30～15：00
能楽の曲を一番づつとりあげて、能のイロハか
ら曲趣、内容を紐解いていきます。

信長の一代記「信長公記」の読み解きをしま
す。著者太田牛一の自筆本をテキストとして、
楽しく古文書を学びます。

◯中京大学非常勤講師  美夫君志会常任理事
  木野村 茂美

火曜日（第3） 
10:00～11:30

◯フリーアナウンサー   武山 幸子
木曜日（第2・4） 
18：30～20：00

12,960円

5,832円6,480円

5,184円

司会やスピーチなどTPOに合わせた話が
人前で上手く出来るよう楽しく学びます。

話のTPO ～自分の気持ちが相手に伝わる～

単語数3,5,7語で構成される文章は日本人にとって口
頭で表現し易いです。旅行中に目にする看板や掲示
物などを参考に異文化学習も含めて学びましょう。

はじめての韓国語（入門）

中級会話を目指すクラスです。
17,496円

◯韓国語講師
クォン イギョン

レベルアップ韓国語 水曜日（第1・3・4）
19：50～21：05

楽しく話そう中国語　
初心者クラス

たのしい中国語会話 
経験者クラス

中国文化にも触れながら楽しく学びます。

日常生活に必要な語彙、表現を習得し
会話能力を高めます。 ◯中国語講師  任 伶伶

月曜日（第2・4）
10：30～12：00

金曜日（第1・2・3）
19：30～21：00

9,720円

19,440円

17,496円

水曜日（第1・3・4）
18:30～19:45

韓国旅行の際に役に立つ内容を中心としたク
ラスです。

楽々韓国語（初級Ⅰ）

11,664円

月曜日（第1・3）
19：50～21：05

簡単な日常会話を中心としたクラスです。

はじめての韓国語（初級Ⅱ）

11,664円

月曜日（第1・3）
18：30～19：45

ハングルの読み書きから始める超初心者のた
めの入門コースです。

簡単な日常会話や身近な話題を中心に楽しく
レッスンします。海外旅行でも役立つ実践的
な内容です。

Let's speak English
◯英会話講師  トッド キャパー 月曜日（第1・3）

13：30～15：00

12,960円

土曜日（第1・3）
13：30～15：30

40,824円（6ヵ月分）
※3ヵ月（20,412円）
ずつ徴収 　　　

◯スペイン語講師 
奥田 マリサ

たのしく学ぶスペイン語（中級）

6,480円

いきいき・朗読

童話から文芸作品まで、楽しく読みながら
『伝える力』を重視しています。

◯フリーアナウンサー  川島 三栄子
火曜日（第4）
10：30～12：00

アミーゴスとスペイン語会話(初級Ⅰ）
簡単な日常会話例などを用いた初級レベル
のやさしい授業です。

日常生活や旅行で使われる便利な表現を中
心に学びます。

火曜日（第2・4）
19：55～21：10

25,920円
（6ヵ月分）

19,440円
（6ヵ月分）

火曜日（第2・4）
18:30～19:45

12,960円

火曜日（第1・3）
19：55～20：55

文法と発音のポイントをおさえながら、楽しく学
びます。

駅前プラザ教室の定期講座
を受講の会員の方は1時間分
の駐車券を進呈。
じゅうろくプラザ、岐阜市駅
西駐車場をご利用下さい。

●カルチャーアカデミーは会員制です。
●入会金は 3,240円。高校・大学生は 1,620円、小・中学生以下は1,080円です。
●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。会員資格は退会後
1年以内は有効です。
●会員証をなくされた場合は、速やかに事務局までお申し出下さい。
　（再発行料 200円）
●受講料・入会金は振込でお願いします。現金の受取はできませんのでご了
承下さい。
●いったん納入された受講料・入会金などはお返しできません。
●受講日・休講日につきましては、必ず受講日カレンダーでご確認下さい。

◯地域通訳案内士　
　関・美濃　ボランティア通訳　長谷部 和子

65歳以上
入会金無料

●台風・大雪など（荒天）で岐阜市、その周辺に警報が出そうな場合、事務局の判
断で講座を中止もしくは別の日に振り替えることがあります。
●教室内での喫煙、飲食、携帯電話のご使用はご遠慮下さい。
●講師及び会員の住所・電話番号などプライバシーに関する情報については、
一切お教えできません。

●お客様の個人情報を講座に関する連絡や当カルチャーアカデミーから
のお知らせなどに使わせていただきますが、ご本人の同意なしに第三
者に開示、提供したりすることはありません。

個人情報保護について

12,960円

火曜日（第1・3）
18：30～19：45日常会話の練習をしながら正しい発音、読み書き、

そしてスペインや南米の文化についても学びます。
※3月19日に体験講座があります。（要予約）

資格
取得

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

トラベル英会話の基本の基

KIDS★
 こども講座

◯表千家　教授　日比野 宗悠
土曜日（第1・3） 10：30～11：30

6,480円

6,480円

お作法からお点前
まで楽しくお稽古し
ます。
◆対象　
3才～中学生

◯アーティスト　ユミコ・ミノーラ

こども造形絵画教室
土曜日（毎週）
①10：00～11：00 ②11：00～12：00

月曜日（第2・4）16：30～18：00

17,820円（①②とも11回分）

こどものための造形・絵画・デザイン・
集団制作をとり入れて学習します。
◆対象　年長児～
※会場が変更になる場合があります。

正しい姿勢、鉛筆の持ち方から字の形や書き順など、文部科学省指導要
領にあわせて、小学校書写副教材の手本執筆者がやさしく丁寧に指導し
ます。　◆対象　年長児～

◯ALFA新体操クラブ　杉山 和美
◯日展会友・文部科学省後援　
　書写検定試験審査員　吉澤 有岐子

KIDS りずむ新体操
①幼児クラス水曜日（第1・3） 
②小学生クラス水曜日（第2・4） 17：30～18：30

8,100円（①②とも）◆対象　①3才～　②小学生～

音楽に合わせて楽しみながら運動能力やリズム感、
美しさも身につけます。

体験
できます

お茶のおけいこ

①②16,200円（月4回）　②12,150円（月3回）

◯小幡令子バレエ団　教師　梅田 有希

土曜日 　①幼児クラス　10：05～10：50
（毎週）　 ②小学生クラス10：50～11：50
　　　　   ・月3回コース　・月4回コース

ストレッチ・バーレッスンなどの基本レッスン
を通して幼少から表現力を豊かにします。
◆対象 ①3才～ ②小学生～

こどものクラシックバレエ

体験
できます

体験
できます

こども かきかた教室

日本の童謡や唱歌・世界の歌の数々、エピソ
ードを交え楽しく歌います。また40年間創作し
てきた自作品・夢の拡がる童謡も紹介します。

こころのうた～抒情歌・唱歌・童謡～
◯岐阜聖徳学園大学　
　教育学部　教授　深貝 美子

金曜日（第1・3） 10：30～12：00

9,720円

リスニングやリーディング
を強化することで、より高
度なドイツ語運用能力を
養成します。

楽しいドイツ語〈中級講座〉

◯岐阜大学　教育学部　
　教授　伊東 英

土曜日（第2・4） 11：25～12：40

ストレスやイライラから心を癒す坐禅をしてみ
ませんか。呼吸の仕方や足の組み方を学び、
また禅語の解説により、禅の心を知ります。

坐禅入門と禅の心

◯坐禅講師　村瀬 正光
金曜日（第1・3） 15：00～16：30

9,720円

ABCの読み方から始めて、会話文や簡単
な文章を教材にして学んでいきます。

楽しいドイツ語〈初級講座〉
土曜日（第2・4） 10：10～11：25

12,960円（各クラスとも）6,480円

金曜日（第4） 13：30～15：00

浄土真宗を開かれた親鸞聖人の生涯と、念
仏、信心、浄土など基本的な教えについて学
びます。

◯岐阜聖徳学園大学
　短期大学部　教授　蜷川 祥美　　 斎宮の女御は、既に入内していた弘徽

殿の女御と帝寵を二分し、次第に絵に
堪能な斎宮の女御に冷泉帝はひきつけ
られていく。

源氏物語 （絵合）

◯岐阜市立女子短期大学
  名誉教授  辻 宏一

水曜日（第2・4） 10：30～12：00

9,720円

4月26日スタート！
親鸞聖人の生涯と思想

NEW

水曜日（第1・3） 19：00～20：15
ドイツ語のABCの読み方から始めて、1年で
初級文法を学びつつ、簡単な会話や読解
の練習を行います。
※3月27日に体験講座が
　あります。（要予約）

4月3日スタート！
楽しいドイツ語〈入門講座〉

NEW

※受講料は3ヵ月分です

2019
4月－6月

春の1日体験講座

駅前プラザ教室
カルチャーアカデミー

FAX.058-269-4550
岐阜市橋本町2丁目52番地
岐阜シティ・タワー43 2F・じゅうろくプラザ4F

TEL.058-265-0866
〈日曜休〉

culture-plaza@gifu-np.co.jp
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※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

P P

教室／じゅうろくプラザ4F教室／じゅうろくプラザ4F

岐阜市駅西駐車場岐阜市駅西駐車場

至大垣至大垣

アクティブG ハートフルスクエアーG

JR岐阜駅

名鉄岐阜駅

至名古屋至名古屋

岐阜シティ・
タワー43

体験
できます

①体験
できます

受講生の方は
1時間分の駐車券を進呈！

P

■講師／インフォファームインストラクター
※対応ソフト/Windows10 Word.Excel2013.2016

パソコンスクール
PC Oneピーシー ワン

一日体験から
始めましょう!!

●まずは気軽に● マンツーマンで受講出来ます

時　間 1時間
受講料 1,080円
※体験はおひとり様1回限り

入会金
不要

受講料
●1枚で1時間受講
5枚綴り 9,720円

（チケット料金・税込）

10枚綴り16,200円

完全予約制
個別指導

※詳細はお尋ね下さい

チケット制のパソコン教室！

春の楽しさ、ふくらみます春の楽しさ、ふくらみます

開講日
（火・木）
（土）

11:00～19:00
11:00～17:00

健康に役立つ身近な事から高い知識まで
わかりやすくお話します。
4月　元気～元気は
　　 健康の第一歩～
5月　元気は遺伝する？
　　 環境のせい？
6月　元気の「気」と
　　 病気の「気」

健康アップ講座
～100年時代を元気に！
　 元気の「気」と病気の「気」は違う！～

◯岐阜保健短期大学　教授　永井 博弌　他
火曜日（第2） 10：30～12：00

4,860円

脳の病気とその予防法、脳に良い食べ物や
サプリメントの紹介。脳を鍛える各種トレーニ
ングなども行って楽しく学びます。

脳とこころを元気に！
～いきいきとした健康、
　　　　　　自立生活を送るために～

◯岐阜薬科大学　教授　原 英彰
月曜日（第2） 10：20～11：50

4,860円

◯岐阜薬科大学　名誉教授
　薬学博士　田中 俊弘

木曜日（第2） 10：30～12：00

4,860円

いやしの薬草時間

何気なく使っている食材にうんちくを傾け
てみることで、一段とおいしい食生活を送
りましょう。
4月　薬草の範囲
5月　朝鮮ニンジンの話
6月　野菜人参の話

自分に必要ないものは断捨離して気持ちをリセッ
トし新たな気分で人生を楽しみましょう。
※3月30日15：45～体験講座があります。（要予約）

◯心理カウンセラー　黑子 智代

4月6日スタート！
～やめることで人生を好転させる～
「心の断捨離」

NEW 4月2日スタート！
はじめましょう！スペイン語会話（入門）

NEWTRY TRY

詳しくは
ホームページで
ご確認ください

音楽

◯オカリナ奏者・講師　三宅 良美
◯ヴァイオリン奏者　講師　髙野 勤子

◯クラウン専属歌手　しいの 実

楽器の持ち方から始め、簡単な曲が弾けるようレッスンします。
一人30分程度の個人レッスン。◆対象　年長児～

初めは課題曲を決めて、唄い馴れて上手く唄えるよう
になってきたら自由曲を練習します。

進度に合わせて一人一人指導する、集合個人レッスン
（1時間程度）で行います。　楽器レンタル可。

指の押さえ方から音の出し方ま
で、簡単な曲からゆっくり奏でて
いきます。

ゼロからはじめるクラシックギター 木曜日（第2・4）
19：00～21：00

12,960円

木曜日（第1・3）
①10：10～11：10
②11：15～12：45

癒しのオカリナ　
①初心者　②経験者

①

12,960円

9,720円
（①②とも） 楽しいカラオケ教室 木曜日（第2・4）

10：15～12：15

12,960円

木曜日（第1・3）
15：00～18：50

ヴァイオリン レッスン　個人

◯岐阜県ギター協会会長　真詮ギタースクール　主宰　川瀬 寛

※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

春の新規講座・体験春の新規講座・体験

春の
オススメ体験
春の

オススメ体験

体験講座体験講座

◯講師　濱口 紀美
　水野愛子監修
　日本表情筋トレーニング協会認定講師

持ち物／手鏡

金曜日（第４）１３：３０～１５：００

受講料／6,480円（３ヵ月）

3月22日（金）
１３：３０～１4：3０

受講料／1，080円
ソープカービング
～ダリアの石鹸～

講　師／フルーツ＆ソープカービング
　　　　  アトリエNAGARA主宰　神山 路生
受講料／1,296円
材料費／500円（レンタルナイフ代込）

3/20（水）　18：30～20：30

石鹸の優しい香りに包まれながら
専用ナイフで彫刻しましょう。

リラックスストレッチ
～ストレッチでやせやすい体づくり～

講　師／ヨガインストラクター　斎藤 まり子
受講料／1,080円
持ち物／動きやすい服装、水分、
　　　　タオル、ヨガマット（レンタル可）

3/22（金）　13：30～14：30

ヨガの要素を取り入れたストレッチで
無理なく筋力UP！

ヘルシーボディヨガ

講　師／ヨガインストラクター　石原 愛
受講料／864円
持ち物／動きやすい服装、水分、
　　　　タオル、ヨガマット（レンタル可）

3/29（金）　10：15～11：15

姿勢の崩れ、様々な不調の改善をめざし、
美しく健康的な体へと導いていくヨガです。

暮らしを彩るティータイム
～こころ温まる紅茶教室～

講　師／紅茶塾DAGU認定ティーアドバイザー　
　　　 奥田 奈美

受講料／2,160円　材料費／500円

4/3（水）　14：00～15：30

紅茶の基本的な淹れ方を学びましょう。
※お菓子付き

TRY

日本国憲法の条文をひとつひとつ解説し、解
釈の相違を紹介し、さらに外国の憲法との比
較を交えてお話しします。

憲法の条文を口に出して
読んでみよう！

◯岐阜大学　非常勤講師（日本大学 法学部 教授）　
　齋藤 康輝

金曜日（第3） 19：00～20：30

4,860円

リニュー
アル

日常でよく使う英語表現を学んでいきます。
映像資料を交えながら、楽しく優しく授業を
進めます。

さよなら英語アレルギー

◯岐阜大学　教育学部　
　准教授　仲 潔

木曜日（第1・3） 10：30～12：00

12,960円

バレエストレッチⒷ

4/11（木）　20：20～21：20
ストレッチで体幹、深層筋を鍛え、後半
は立ちポーズでバレエの基本、ポージン
グを行います。

講　師／
小幡令子バレエ団　
教師　梅田 有希

受講料／1,350円
持ち物／動きやすい服装、水分、タオル

四柱推命学

4/8（月）　13：30～15：30
その人の生年月日時を4つの柱にし、未
来の予測や性格、仕事などを推理する
学問。少し経験のある方対象。

講　師／
易道教授
佐竹 由彩

受講料／4,320円
持ち物／筆記用具

～やめることで人生を好転させる～
『心の断捨離』

3/30（土）　15：45～17：00
たまったストレスをスッキリできる！今年
中に実行したい心の断捨離法とは。

講　師／
心理カウンセラー
黑子 智代

受講料／972円
持ち物／筆記用具

楽しいドイツ語〈入門講座〉

3/27（水）　19：00～20：15
この春スタートのお試し体験です。ドイ
ツ語のABCの読み方から楽しく学びま
しょう。

講　師／
岐阜大学教育学部　
教授　伊東 英

受講料／540円
持ち物／筆記用具

タロット占いで見つける
人生のヒント

3/26（火）　20:15～21：15
タロットカードの占い方やカードの物語
を学びます。

講　師／
岐阜タロット占いサロンアルバ
秦 東行

受講料／2,160円
持ち物／筆記用具、
タロットカード（お持ちの方）

若さと介護のための
アロマハンドトリートメント（2級）
3/19（火）　18：30～20：00
精油とオイルの簡単なテスティングの後、基
本の手法を学びます。ハーブティーもお楽
しみいただきます。※オイルをプレゼント！

講　師／
AHTA認定
シニアプロフェッショナル
清水 孝子
受講料／1,080円
材料費／500円
持ち物／筆記用具

はじめましょう！
スペイン語会話（入門）

春スタート!
新規講座体験

予約が必要です。入会金不要

予約が必要です。入会金不要

3/19（火）　18：30～19：30
やさしい日常会話の表現や旅行で使え
るキーフレーズを一緒に楽しく学びませ
んか？

講　師／
スペイン語講師
奥田 マリサ

受講料／540円
持ち物／筆記用具

表情筋トレーニング＆心美学

TRY

武士の時代の幕開
けを告げる保元の
乱、その顛末を語る
『保元物語』を、写本
と活字本を対照しな
がら読み進めて行き
ます。

◯岐阜大学　名誉教授　弓削 繁
土曜日（第2・4） 10：30～12：00

9,720円

折り紙教室

折り紙教室（初心者）

◯中部学院大学　講師　
　岐阜折紙会会長　
　米光 富雄

金曜日（第3） 10：30～12：00

金曜日（第4） 10：30～12：00

4,860円（各クラスとも）

・季節の行事、花、動物を作る。
・ユニット折り紙で形と色の組み合わせを楽しむ。
・折り図を見て折れる様能力の向上を図る。

昔ながらの折り紙を楽しみながら変化させ
る方法を学びます。

写本と活字本で読む
『保元物語』

058-263-7224岐阜新聞情報センター 岐阜新聞情報センター 検索

4月中旬
受付開始予定

第1回 18日8月2019年

第2回 29日9月2019年 日

日

第3回 17日11月2019年 日

第4回 12日1月2020年 日

2019年度
岐阜県統一模擬試験
岐阜
新聞
★カルチャーアカデミー駅前プラザ教室でも申込受付！
中学3年学力テスト

衣服の歴史から学び、慶弔のマナーを知ることに
より相手への心遣いの表現法を学びます。

～今さら聞けない「暮らしの作法」～
“衣服は語る”慶弔・衣服のマナー

講　師／小笠原惣領家三十二世直門礼法講師
　　　　  NPO法人和の未来理事長　安田 多賀子
受講料／2,160円　持ち物／筆記用具

4月4日（木） 19：00～20：30

優雅なステンドグラス 楽しい和紙
ちぎり絵

●親鸞聖人の生涯と思想
　金曜日（第４）１３：３０～１５：００

●楽しいドイツ語(入門講座)
　水曜日（第１・３）１９：００～２０：１５

●はじめましょう！スペイン語会話
　（入門）
　火曜日（第１・３）１８：３０～１９：45

●四柱推命学
　月曜日（第２）１３：３０～１５：3０

●タロット占いで見つける人生のヒント
　火曜日（第4）２０：１５～２１：１５

●アロマハンドトリートメント（２級）
　火曜日（第３）１８：３０～２０：００

●～やめることで人生を好転させる～
　『心の断捨離』
　土曜日（第１・３）１３：３０～１５：３０

●バレエストレッチⒷ
　木曜日（第２・４）２０：２０～２１：２０

春の新規講座

表情筋トレーニングをマスターしてシミ・シワ・
たるみを解消し、表情美人になりましょう。



カルチャーアカデミー 駅前プラザ教室

いけ花・創作フラワー

奈良の門跡寺・円照
寺に伝わるいけばな。

◯山村御流　教授　
   川島 三栄子

6,480円

和風のアレンジやエ
レガントなアレンジ、
ブーケ等基本から
応用まで学びます。

色彩理論を交え幅
広く分かりやすく
レッスンします。

季節を彩るプリザーブドフラワー

◯国際フラワーアレンジメント協会
　フラワーデザイナー
  垣本 貴子

火曜日（第4） 10：30～12：30

4,860円

トータルフラワー
アレンジメント

◯ローヤルフラワースクール認定講師
　カラーコーディネーター
  宮部 明美

水曜日（第4） 13：30～15：30

草木の自然の姿を
一瓶の中に表現す
る技を指導します。

いけ花　華道則天門

◯華道則天門
　家元補佐職  
　日比野 悠雲

木曜日（第1・3） 13：00～14：00

9,720円

個性を生かしなが
ら、花をいける楽し
さを学びます。

いけ花 草月流

◯草月流　師範会　
　理事　
  山室 慶祐

9,720円

金曜日（第2・4） 
13：00～15：00

嵯峨御流　いけ花教室

◯嵯峨御流　
　華道総司所　
　名誉教授
　川嶋 牧甫

9,720円

土曜日（第1・3） 
13：00～15：00

約550余年受け継が
れてきた伝花をふま
え、より新しい感覚の
いけ花を学びます。

①いけ花 池坊　
②いけ花 池坊 立花

◯池坊　名誉顧問　
  中村 久恵

①9,720円②4,860円

土曜日①（第2・4） 13：00～15：00
　　　②（第2） 14：00～16：00

プリザーブドフ
ラワーやアー
ティフィシャルフ
ラワーを使った
アレンジメントを
提案します。

～花のある暮らし～
フラワーアレンジメント

◯MaryleBone Flower School主宰
（ＦＬＯＲＡＬ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ認定インストラクター）　森 陽子

土曜日（4/6・6/1） 10：30～12：30

山村御流 いけばな
月曜日（第4）
11：00～12：00

3,240円（2回分）

基本を学びなが
ら、美しい四季の
花をいけましょう。

3,888円

手工芸

健康・ダンス

絵画・書

趣味と暮らし

12,960円

歌に込められた意味を心で感じて表現するの
がフラ。基本動作から学び、楽しく踊れるよう
指導致します。

TRY

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

TRY TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

TRY

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

資格
取得

TRY

TRY

資格
取得

TRY

日時／日曜日（第1・3）13：00～17：00マージャン女性教室 頭の体操にマージャン愛好家が増えています。ねんりんピック
に公式種目として採用されました。全自動卓を使用し基本から
丁寧に手ほどきします。会場：岐阜市三番町13「東北」

◯岐阜県麻雀段位審査会 会長 篠田 兼正
受講料6,480円（3ヵ月分・税込）

別
会
場

TRY

TRY TRY

粗目のキャンバス地に刺す目にはやさしい手芸
です。クッション・タペストリー等を作ります。

ポーチやバックなど実用的な作品を中心
に制作。トラディショナル、ハワイアンキ
ルトのパターンを学びます。

パッチワークキルト＆ハワイアンキルト
◯日本手芸普及協会　指導員 正村 恵子

作りたい物や、やりかけの品、手編みもOK
レース講師養成や多くのテクニックが学べ
る刺しゅうコースもあります。

江戸時代から伝わるかんざしの技法。
剣つまみ・丸つまみの技法をマスターし
現代にも生かせる作品に仕上げます。
専科は一越ちりめんを使った本格的
（高度）な作品作りになります。

◯手芸免状 多数保持者　安藤 紀子

◯花みずき 和の会　前田 夕紀子

ポルトガル刺繍
◯日本手工芸指導協会　師範 ポルトガル刺繍研究家　
  木村 多恵子

厚手のトレーシングペーパーに穴を開け、エン
ボスしたり、カットしてレースのような繊細な作
品を作ります。

パーチメントクラフト
◯ＩＰＣＡ公認講師（インターナショナル
　パーチメントクラフトアカデミー） 國井 廣子

手芸教室
～マイペースレッスン～

暮らしを楽しむパッチワーク・キルト

つまみ細工  ～伝統工芸～
①基礎 応用　②専科　

パッチワークの基礎をしっかり学習し、四季の
暮らしの中で役立つ作品を作ります。

オリジナルのシルバーアクセサリーの制作。
パンフラワーは、粘土に色をつけて花・ブロー
チ・人形などを作ります。

◯薔薇工房　主宰　木村 喜美恵

純銀粘土のアクセサリー＆
パンフラワー

春すみれ 夏ひまわり 秋りんどう 冬つばき など
1年間で12種類の季節の花を作りましょう。

◯深雪アートフラワー 準教授 小澤 和子
深雪アートフラワー

TRY

◯日本手芸普及協会 指導員
　花みずき　主宰　前田 夕紀子

伊勢型紙 ～伝統美を彫る～

着物などの型染めに使用される伊勢型紙。さ
まざまな技法を用いて簡単な作品から精緻な
作品へと段階的に進めていきます。

◯伊勢型紙講師　今井 厚子

デコラティブぺインティング（トールペイント）
へのお誘い①初級　②上級 

アクリル絵の具で、いろいろな素材にペイン
ティングし作品を作ります。色彩理論やデッサ
ン力を交えながら指導します。

◯Master Decorative Artist（SDP認定）
  安藤 眞美

9,720円

①11,664円
②16,200円

9,720円

9,720円

9,720円

水曜日（第1・3） 
10:30～12:30

月曜日（第1・3） 
10:30～12:30

水曜日（第2・4） 
10:30～12:30

9,720円

水曜日（第2・4）
13:00～15:00

火曜日（第2・4）
13:30～15:30

水曜日（第4）
10:30～13:00

月曜日（第2・4） 
10：30～12：30

①4,860円
②5,832円

月曜日（第4） 
13：15～15：00
（①②とも）

9,720円

火曜日（第2・4）  
13:30～15:30

火曜日（第1・3） 
10:30～12:30

4,860円

好きなガラスを選んで、小物からランプ、パネル
等、オリジナルの作品を作ります。光を灯した瞬
間の感動を味わってみて下さい。

◯日本ステンドグラス普及協会 正会員
  奥田 千恵子　安江 静香

針を刺す位置が決まっているので、手芸が苦
手な方でもキレイに仕上がり、楽に出来る刺
しゅうです。

◯フローレン主宰　ごとう ゆきこ

プリント、絵画を切り抜いてプラークや宝石箱に貼って
装飾をし、美しい工芸品を作りあげます。

◯アメリカンハンディクラフト協会　講師　吉田 時子

ハーダンガー刺しゅう

まっ白い磁器に憧れのマイセン、ヘレンド、
ゼーヴル等々の西洋陶絵付をご自身の手
で作ってみませんか。

①初めての方、自信のない部分をもう一度確か
めたい方、糸・針から記号など基礎のテクニック
が自然に身につきます。　
②あなたのペースで、個性的なニット作りを楽し
みながら学びます。

楽しい手編み ①初級　②中級
◯日本手芸普及協会　師範 宇津 和枝  

身近な素材を専用ナイフ1本で彫りあげます。
毎回1作品ずつ、基礎から華やかな演出が出
来る技術を学びます。
※3月20日（水）に体験講座があります。（要予約）

◯フルーツ＆ソープカービング
　アトリエ・NAGARA主宰 神山 路生

◯CeramicArt  Academy Master Painter　
  篠田 文子

デコパージュ

「大人可愛い」リボンやバッグ、プレゼントに
も最適な髪留めやブローチも作ります。ポー
セラーツは、普段使いもできる食器を作りま
しょう。

◯リボンM－style認定講師ポーセラーツインストラクター 　
　松田 えりか 

 リボンワーク＆ポーセラーツ

クレイドール紙粘土
◯アトリエトシコ 主宰　上野 敏子 
自由な発想で楽しい人形、動物等を
制作。見ていると思わずほほえみたく
なる、そんな作品を作ります。

チャイナペインティング
（西洋陶絵付）

優雅なステンドグラス

～タイの伝統工芸～
フルーツ＆ソープカービング

TRY

エポキシ系の粘着性のあるパテを使用し、
スワロフスキーで装飾した本格的なオリジ
ナルアクセサリーを作ります。

◯日本グルーデコ協会 認定講師　
  坂井 さやか

グルーデコ®で作る
スワロフスキーアクセサリー

破損してしまった陶磁器や漆器、硝子器の割れ
た部分を継ぎ、欠けた部分を形成し、そこに金
銀の化粧を施し器を修繕する技法です。

◯漆芸伝承の会主宰 栗原蘇秀　監修　
　会認定中部地区講師 福井 貴子

壊れた器が蘇る「金継ぎ」

TRY

TRY

TRY

TRYTRY
TRY

9,720円

4,860円

4,860円

4,860円
（各クラスとも）

水曜日（第3）
13：30～15：00

金曜日（第1・3）
13:00～15:00

9,720円

9,720円

9,720円

金曜日（第2・4） 
10：30～12：30

4,860円

土曜日（第4）
15：15～17：45

9,720円
（①②とも）

木曜日（第2・4）
①10：30～12：30
②13：30～15：30

水曜日
（4/24・5/15・6/19）
18：30～20：30
金曜日（第2） 
13:30～15:30

金曜日（第2）
14:30～16:30

木曜日
（4/4・5/30・6/6） 
13:30～15:30

4,860円

金曜日
（4/5・5/31・6/7） 
10：30～12：30

8,910円

木曜日（第4）
10：00～12：30

ハワイの美しい自然や、アロハ（愛）の心を、
優しい手の動きと笑顔で踊りませんか。

フラを学びながら、群舞の美しさを表現し
ます。さらにスロータヒチアンのリズムで無
理なくシェイプアップ。

フラの踊りは、愛・感謝を表現します。
手話で気持ちを伝え、ステップを踏み
ながら優しい心になって踊れます。

おしゃれなフラダンス

フラ＆スロータヒチ

ストレッチなどを中心に基本レッスンを取り入れなが
ら、体幹を鍛えて、美しい姿勢を手に入れましょう。

女性

朝の気功

体がかたくても初心者でもどんなレベルの
方でも効果が得られるヨガです。

やさしい癒しのヨガ

気の流れがよくなると、代謝も上がります。呼吸
法や瞑想も合わせて行い、心も落ち着きます。

～大人女性のための～
やさしいバレエストレッチ

姿勢の崩れ、様々な不調の改善をめざし、
美しく健康的な体へと導いていくヨガです。
※3月29日（金）に体験講座があります。（要予約）

ヘルシーボディヨガ

楽しく癒されるフラダンス

やさしい　かな書道

基本線から連綿（つづけ字）、臨書から散らし
書きまで平安期の美しい仮名の世界にふれ
ながら日本の伝統美を学びます。

ルールにとらわれない自由な筆法。古典、自由課
題（調和体）を指導いたします。

線の強弱と濃淡など中国伝統水墨画（山水、花
鳥、人物、動物画）の基本から指導します。

やさしく水彩画の手ほどきをします。真に絵を楽し
むためにデッサン力や構図の取り方など基礎的な
描く力を養います。

中国伝統水墨画

墨彩の遊書（調和体・かな・漢字）

水彩画

講師オリジナルの図案を色鉛筆で塗って、
美しいイラストを完成させましょう。塗り絵は、
脳の働きや心にとても良い効果があります。

大人の塗り絵

女性のための
日々を占うタロット講座 
自分自身のことを占って日々の生活に生かし
ハッピーになりましょう。
※タロットの種類　　ライダーウエイト版

へたで良い、へたが良いと、身の回りの物を
ハガキ・巻紙などに元気良く描き、心温まるお
たよりを作ります。

絵たより教室

絵と書で伝える四季のごあいさつ

四季折々の自然や暮らしの中の出来事を絵た
より（はがき絵）で伝える。

簡単な押し花器を使って押し花をし、額やあか
り、生活小物などを仕上げていきます。

ハーブ・アロマテラピー
～暮らしを彩るハーブ教室～

栽培や料理、クラフト、アロマテラピー、ハーブの基礎から応用まで、
またそれらの歴史など楽しく学びます。

加藤 徹 写真教室

写真に興味のある方、写真が上手になり
たい方、写真の本質を知りたい方に上
達するポイントを伝えます。2回のうち1回
は終日課外撮影。

暮らしの押し花とクラフト

楷書を基本とし行書へと移ります。暮らし
に役立つ実用書をボールペン・筆ペンなど
に対応して指導します。

賞状書法のポイント、封書、各種表書き、祝
辞、挨拶状など実務的なノウハウをまじえ指
導します。

楽しく学ぶペン習字 
①AM ②PM

賞状書法教室
絵画入門

水彩、油彩、パステル、色鉛筆など画材にこだ
わらず、基礎から応用まで希望にあわせた指導
をいたします。

書道、水墨画、絵葉書などの雅印、篆刻の印
を作りませんか。

俳句と組み合わせた絵を俳画と言います。
俳句だけでなく、短歌や詩なども取り上げ
“ことばと絵の出会い”を大切にして学びます。

篆刻教室 ～手彫りを楽しむ～ 
★初心者歓迎

俳画・墨彩画

バレエストレッチ、バーレッスン、ポージ
ングで全身の筋肉をゆっくり使います。

呼吸法や筋肉の内と外を意識したエクササイズ
です。

フォークダンス

踊り・音楽を通してその国の文化に触れ民族衣
装をつけて踊れば気分は世界旅行！

クラシックバレエ   
木曜日   土曜日

リラックスストレッチ
～ストレッチでやせやすい体づくり～

ヨガの要素を取り入れたストレッチで無理なく筋力ＵＰ。
※3月22日に体験講座があります。（要予約）

ヨガ ピラティス 水曜日　土曜日 女性

女性

女性

ストレッチで体幹、深層筋を鍛え、後半は立ち
姿勢でバレエの基本ポジション、ポージングを
行います。
※Ⓑ4月11日に体験講座があります。（要予約）

ストレッチから簡単な筋力トレーニング、音楽
に合わせた体操などで日常生活に必要な筋
力作りをします。

ゆったりとした心地よい動きから「脳、神経系、
筋」の関係性を良くしていきます。

フェルデンクライスメソッド
～脳と身体の健康体操～

やさしい健康太極拳　A・B

太極拳は心穏やかに深く長い呼吸をし、ゆっく
り動くことで心と体のストレスを上手に解消さ
せることができる健康運動です。

リズムに合わせて健康体操

◯ウイ フラスタジオ　（主宰 ウイラニ 桜井 ふみよ）
　講師 加藤 優子

金曜日（毎週）
11：35～12：50

12,636円

14,580円

火曜日（第2・3・4）
13：00～14：15

9,720円

水曜日（第1・3）
10：45～11：45

火曜日（第2・3・4）
14：30～16：00

◯カ・レオ・オ・ラカ・
カパーフラ・オカ・イエイエ　
インストラクター  髙橋 篤子

19,440円

◯ヨガインストラクター 
　石原 愛

木曜日（第1・3） 
20：20～21：20

土曜日（毎週） 
12：00～13：00

12,960円
（各クラスとも）

水曜日（毎週）
19：00～20：00
土曜日（毎週）
13：30～14：30

◯フィットネスインストラクター 加藤 直子

◯（社）日本フォークダンス連盟 公認指導員
  川村 むつみ

水曜日（毎週）
15：15～16：45

10,800円
（10回分）

火曜日(第1・3)
10：30～11：30

◯葛西久美子バレエ教室主宰 葛西 久美子

◯ヨガインストラクター 斎藤 まり子

金曜日（第2・3・4）
13：30～14：30

11,664円

9,720円

◯小幡令子バレエ団　
教師  梅田 有希

A木曜日（毎週)
19：15～20：15
B木曜日（第2・4）
20：20～21：20

A14,904円
B6,750円（5回）

8,100円

13,608円

12,960円

水曜日（毎週）
13：30～14：30

◯フィットネスインストラクター 菅原 由佳
水曜日（第1・2・3）
13：30～14：30

9,720円

月曜日（第2・4）
10:30～11:30◯気功 インストラクター 酒向 泰世

木曜日（第2・4）
10：30～11：30

◯フェルデンクライス・プラクティショナー 宮田 京子

8,424円

◯ＮＰＯ法人日本健康太極拳協会会員 楊名時八段錦・
　太極拳師範 三尾 好市

A土曜日（第1・3）
　15：00～16：30
B土曜日（第2・4）
　15：00～16：30

6,480円
（A・Bとも）

12,960円

16,200円

金曜日（毎週）
10：15～11：15

◯柳川おし花学園講師  春日井 希佐子

木曜日（第2）
13：00～14：30◯香洋会　主宰  香田 登洋子

暮らしを彩るティータイム
～こころ温まる紅茶教室～

紅茶の基本的な淹れ方から無限に広がるアレ
ンジまで奥深い紅茶の世界を学びましょう！
※4月3日に体験講座があります。（要予約）

◯紅茶塾DAGU認定ティーアドバイザー  奥田 奈美

月曜日（第1・3） 
13:30～14:30

月曜日
（4/1・5/20・6/3）
13：00～15：00

◯絵たより講師  横山 寿美子

天然素材と手の動き一つで身体の不調を改善
できる自然療法です。
※3月19日に体験講座があります。（要予約）

◯AHTA認定シニアプロフェッショナル  清水 孝子

想いが伝わる筆文字

いつでも・どこでも描ける筆ペン書道です。
毎回季節にあわせたテーマで、ハガキやカレ
ンダーを作成します。

◯伝筆協会認定講師  Ｊｕｎ

◯Hula　Hâlau‘O  Kapuaaｌoha
　主宰 岡部 ますよ

6,480円

火曜日（第3）
18：30～20：00

12,312円
（6ヵ月分）

9,720円

木曜日（第1・3）
10:30～12:30

6,480円

水曜日
（4/3・5/29・6/5）
14：00～15：30

6,480円

5,832円

◯ジャパンハーブソサエティ認定上級インストラクター
　ＪＨＳ指導者養成校 ボニ ディ　ハーブスクール 主宰　
  丹羽 憲子

土曜日（第2）
13:00～15:00

土曜日（第2.4） 
13:00～14:30

◯（一社）二科会写真部会員・岐阜支部長
　全日本写真連盟中部本部委員　加藤 徹

◯桃花会　理事 藤橋 有希子

9,720円
（①②とも）

金曜日（第1・3）
①10:00～12:00 
金曜日（第1・3） 
②13:30～15:30

4,860円

16,200円

受
講
生
作
品

◯日本賞状書士養成センター　講師 加納 恭子 

金曜日（第1・3）
19:00～20:30　
土曜日（第1・3） 
10：30～12：00

9,720円
（各クラスとも）

金曜日（第3）
10：30～12：00

6,480円

9,720円

9,720円

◯画家　大野 昌之 水曜日（第2・4） 
13:30～15:30

◯日展会友 吉澤 有岐子

8,100円
（5回分）

水曜日（第2・4）
10:30～12:00

◯県書作家協会　常任理事
墨戯舎　圭雪の会　主宰　岩田 圭雪

◯画家 劉 悦東
火曜日（第2・4） 
13：00～15：00

◯全日本篆刻連盟評議員  日展作家  丹羽 常見

金曜日（第1・3） 
13:00～14:3016,200円

月曜日（第2・4） 
13：30～15：30

9,720円

火曜日（第1・3・4） 
10:30～12：30

◯日本水彩画会　会員・評議員 久保田 勝巳

◯和田俳画・墨彩画教室主宰　和田 文克 金曜日（第2・4） 
13：30～15：30

20,412円

◯イラストレーター・漫画家 広東 もな 水曜日（第2） 
10:30～12:00

12,960円

TRY

タロットカードの占い方やカードの物語を学び
ながら、翌月の指針を占います。講師によるカ
ード解釈のアドバイスで運気もアップ！
※3月26日に体験講座があります。

火曜日（第4）
20：15～21：15

11,340円

6,480円

1回分の受講料で いつでも体験できます！〈要予約〉

NEW

リニュー
アル

ほとんどの講座が毎月スタートでき、見学も可能です。
女性

新規の講座です。 資格
取得

講座内で体験ができます。（料金別途・要予約） 講座名と一部内容が
変更された講座です。

資格取得講座です。

女性限定の講座です。TRY

※講座によっては教材費が別途必要になります。 
※詳しい講座日程内容等は、ホームページで
　ご確認いただくかお問い合わせ下さい。

女性

◯岐阜タロット占い
サロン・アルバ    
秦 東行

その人の生年月日時を、年柱、月柱、日柱、時柱の
4つの柱にし、運命をあらわした式（命式）をわり出
し、未来の予測や人の性格、転業などを推理する
学問です。少し経験のある方対象です。　
※4月8日に体験講座があります。（要予約）　

◯易道教授  佐竹 由彩 月曜日（第2）
13：30～15：30

楽しいフラダンス入門♪

6,480円

木曜日（第2・4）
13：30～14：30

生涯の健康法を身につけませんか。体力に不
安をお持ちの方も寝たまま無理なくできます。

◯足助式医療體操協会　専属登録講師 石榑 ゆ季
足助式 医療體操

い  りょうたいそう

資格
取得

神戸和紙（兵庫）を使用した透明感のある
和紙ちぎり絵です。材料はセットされている
ので、初めての方でも大丈夫です。

楽しい和紙ちぎり絵
◯しゅんこう認定講師  西野 幸恵

火曜日（第2） 
10:30～12:30
火曜日（第3） 
13:30～15:30

5,832円
（各クラスとも）

和のおけいこ

茶道　裏千家 ★男性歓迎資格
取得 TRY 茶道　表千家 ★男性歓迎資格

取得

きものの着つけ・着せつけ・
フォーマル着つけ・フリー講座

資格
取得

TRY

短歌を楽しむ
◯歌人　平井 弘

◯つちくれ俳句会 主宰　今津 大天
俳句入門★初心者歓迎

◯裏千家　名誉師範 正教授　田村 宗正

◯能楽師 シテ方観世流 準職分　吉田 篤史

謡曲教室
①初級　②中級

◯日本民踊・新舞踊協会主任教授　 河村 徳子
①新舞踊②楽しく踊る民踊

はじめての津軽三味線

初歩の人でも、一歩上の表現を求める人でも。流
儀にとらわれない自由な短歌を作り楽しみましょう。

俳句の初歩から作り方を説明します。初心の方
も安心して始められます。

ゆとりある時間にお茶の稽古を。基礎的な動
作から、上の点前まで習得できます。

「能」は、世界中より高い評価を受けている古
典劇です。京都在住の能楽師が指導します。

①演歌の曲に合わせて楽しく踊る新舞踊。3ヵ
月で楽しく踊れるようになります。②民踊を踊っ
ていると楽しい。一度一緒に踊ってみませんか。

津軽じょんから節などの津軽民謡から、馴染み
のある曲まで、個々のペースに合わせて指導し
ます。楽器レンタル可。

◯津軽三味線 糸音（しおん） 主宰　  田中 隆史

月曜日（第1・3）
13:00～15：00  

9,720円

水曜日（第3）
13：30～15：30

4,860円

火曜日（第1・3）
10：30～13：00
18：30～20：30

9,720円
（各クラスとも）

6,480円
（①②とも）

①月曜日（第1・3） 
13：30～15：30
②月曜日（第2・4）
13：30～15：30

16,200円

水曜日（第1・3）
18：30～20：30

手軽でコンパクトなお箏(全長86cm)です。童謡・
唱歌・民謡等いろいろな音楽を弾いていきます。 

◯現代邦楽会　岐阜雅の会　主宰  
　みさと笛  練士  佐藤 マサミ

◯文化箏音楽振興会  認定講師　髙橋 朝子
新しい文化箏

◯表千家　教授 日比野 宗悠

楽しい篠笛
①基礎（一歩・二歩）　②応用

きものをより身近に装うために、全般にわたり
学びます。フリー講座は、学びたい時、希望の
内容を選べる講座です。

◯装賀きもの学院　
院長 安田 多賀子
　  山下 葉子･
　  加藤 里子

男子専科“決まります”男のきもの!!　

リズムにのり、きものを楽しむ
「着つけ舞」 ①初心者　②経験者

ゆかたの着方から礼装の袴のつけ方まで学べます。

基本から美しい所作までスピーディにきものが
着られる講座。

基本から独奏・合奏の楽しさを勉強します。流
行歌などおりまぜながら進めていきます。

基礎の動作、薄茶・濃茶の点前、
客の作法など初歩から指導。

着つけ    16,200円
着せつけ 19,440円
フォーマル着つけ
　　　　32,400円
フリー講座(1回分）
2,160円～3,780円

木曜日（第1・3）
13：10～14：40

12,960円

木曜日（第2・4） 
①10：00～11：00 
②11：00～12：00

木曜日（第2・4）
13：00～16：00
18：00～21：00

9,720円
（各クラスとも）

① 9,720円
②12,960円

金曜日（毎週）
 10：15～12：00

金曜日（第1・3） 
10：15～12：00

金曜日（第2・4） 
13：30～15：30

8,100円

※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

①6,480円
②9,720円

火曜日（第2・4）
①10:00～10:55
②11:00～11:55

①9,720円
②11,664円

TRY

TRY

※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

※受講料は3ヵ月（4・5・6月）分［税込］

4月8日スタート！
四柱推命学

NEW

4月16日スタート！
若さと介護のための
アロマハンドトリートメント（2級）

NEW

Ⓑ 4月25日スタート！
バレエストレッチ A・B

NEW

4月23日スタート！
タロット占いで見つける
人生のヒント

NEW


