
カルチャーアカデミー イオンモール大垣教室

お申し込み・お問い合わせ　TEL.0584-47-5560
どの講座もご予約、お申し込みが必要となります。

入会金不要冬の1日体験講座

教養・ビジネス【語学・資格】
※受講料は3ヵ月（1・2・3月）分［税込］

絵画・書
※受講料は3ヵ月（1・2・3月）分［税込］

いけ花・創作フラワー ※受講料は3ヵ月（1・2・3月）分［税込］
※材料費が別途必要となります。

健康・ダンス ※受講料は3ヵ月（1・2・3月）分［税込］

特
別
講
座

岐阜新聞カルチャー 検索http://culture.gifu-np.co.jp/

ほとんどの講座が毎月スタートでき、見学も可能です。 講座内で体験ができます。（料金別途・要予約） 新規の講座です。NEW

講座名と一部内容が変更された講座です。リニュー
アル

資格取得講座です。資格
取得

1日体験があります。体※講座日程等は、ホームページでご確認いただくかお問い合わせ下さい。
　受講講座によっては教材費が別途必要です。

TRY

ステンドグラスの工程、ガラスカット、研磨、コパーテープ貼
り済のキットを使い、半田付けで完成させ、カラフルなナギッ
トを貼り付け飾ります。※3種類から選べます。
●ＳＧＡJ日本ステンドグラス協会会員　
ステンドグラスアート１級技能工芸士 木下 廣子

ステンドグラスのミニパネル又はフットライト（ツリーor干支子）
12/13（金） 10：00～12：00

TRY

●JMS中部メイクアップスクール　メイクアップスペシャリスト
　協会1級講師　高木 さとみ・臼井 由美子

おしゃれメイクアップコース（全12回）

おしゃれに変身しませんか。基礎からスキンケア、ベースメイク、ポイ
ントメイクまでのテクニックを学び、
ワンランクアップを目指しましょう。 9,900円

火曜日（第2・4）
18：30～20：30

資格
取得

TRY●JMS中部メイクアップスクール
　メイクアップスペシャリスト
　協会1級講師　高木 さとみ、 臼井　由美子

メイクアッププロ養成コース

メイクアップアーティストを目指すには、確かな技術と理論が必要。
早く自立したい方、プロとして活動したい方におすすめです。 19,800円

火曜日
18：30～20：30

●オフィス寺子屋　代表
　Open Tablet School認定講師　内藤 富士雄

初めてのスマートフォン＆タブレット（全6回）

スマートフォン、タブレットを購入しようと検討され
ている方、いまひとつ使いこなしていない方に基
礎から使い方を説明します。シニアの方も安心。 9,900円

水曜日（第2･4）
14：00～15：00

TRY

●韓国語講師　李 納順
サランヘヨ！韓国語（初級）

K-popファンの皆様、韓国ドラマファンの
皆様、アンニョンハセヨ～。ハングルを楽し
く学びましょう。 13,200円

水曜日（第2･4）
19：00～20：00

TRY

●短大英語講師　中村 静子
1からはじめる楽しい英会話

ショッピングやレストランでの使える英会話を
練習。実践に役立つやさしい英会話を１からゆ
っくりはじめましょう。 9,900円

木曜日（第2・4）
10：00～11：15

TRY

比較宗教学の観点から、現代の若い世代や世
界にも通用する親鸞思想を見出していきます。
①仏教の特徴②浄土真宗の特徴③親鸞にお
ける仏教の世界観④親鸞における「救い」とは
⑤宗教と道徳の区別⑥呪文ではない「念仏」

●岐阜聖徳学園大学名誉教授　真宗大谷派眞敬寺住職
グローバル化社会の親鸞Ⅰ

13,200円
（6回分）

金曜日（第1・3）
10：00～11：30

TRY

あがり症で人前で話すのは苦手という方も、声を
鍛え、話し方のこつを学び、好感度アップ。

●武山アナウンスオフィス所属　講師　髙橋 佳香
好感のもてる話し方

9,900円

木曜日（第2･4）
13：30～15：00

TRY

体

世界の4億人が話すといわれるスペイン語。
やさしい日常会話、発音、読み、書きを楽し
く学べます。

●スペイン語講師　奥田 マリサ
やさしいスペイン語会話（初級）

13,200円

金曜日（第1・3）
13：30～14：45

はじめてスペイン語を習う方を対象にした
入門クラス。日常会話、スペイン語の基礎
を身につけながら楽しくオーラ！のあいさつ
から始めましょう。

●スペイン語講師　奥田 マリサ
はじめてのスペイン語（入門）

13,200円

金曜日（第1・3）
14：55～16：10

TRY

ドイツ語学習をきっかけにドイツ、オーストリ
ア、スイスなどのドイツ語圏を旅してみませ
んか。ドイツ語の入門講座です。

●ドイツ語講師　田口 知弘
やさしいドイツ語（入門）

9,900円

土曜日（第2･4）
10：30～11：45

TRY

とっさに単語が出てこない旅行先でうまく
話せない。そんな方、とにかく話してもう
一度楽しく話せる力を身につけませんか？

●英会話講師
　ズーフィー・タジュディーン

レッツ！エンジョイ英会話

16,500円

日曜日（第2・4）
11：15～12：15

資格
取得

TRY

●池坊総華督
　岐阜県華道連盟理事　坂 佳子

池坊　いけばな教室

550年の永きにわたり伝承されてきた池坊
華道の「心と技」を学ぶ講座。

各6,600円
（花材費別途）

月曜日（第1・3）
①13：30～15：30
②18：30～20：00

4,950円
（花材費別途）

●韓国語講師　李 納順
初級　韓国語

韓国語に興味をお持ちの方、ソウル出身、
日本在住30年のイ先生と一緒に学んでみ
ませんか。初心者対象のクラスです。

13,200円

月曜日（第1・3）
18：30～19：30

資格
取得

●マナコフラワーアカデミー
　岐阜西支部　支部長教授　山田 百合子　

東京マナコフラワー
初級コースアレンジメント

フレッシュフラワーアレンジメントコース、プリザーブドフラ
ワーアレンジメントコースのお好きなコースをお選び下さい。

資格
取得

TRY

●マナコフラワーアカデミー
　岐阜西支部　支部長教授　山田 百合子　

東京マナコフラワーアカデミー
フラワーデザイン

フラワーデザイン界の草分けマナコフラワーでアレンジを習ってみま
せんか。趣味の方から資格取得の方までレッスンします。(生花中心）

4,125円
（花材費別途）

火曜日（第1）
10：00～12：00

資格
取得

TRY

TRY

プリザ・生花・ハーバリウム・アロマなど多彩
な花と香りの芸術療法をかねた癒花レッス
ン（資格取得可能）

●ＰＲＡ本部校代表　更井 佐知香

幸せを呼ぶ癒花レッスン
～生活を豊かに楽しむフラワーリラクゼーション～

土曜日（第3）
13：30～15：30

4,950円
（花材費別途）

●日本フラワーデザイン推進協会　
認定講師　森 伊予子

プリザーブドフラワー講座

プリザーブドフラワーを使って、フラワーアレン
ジメントを行います。初めての方でも簡単に、
お楽しみ頂けます。

3,300円
（花材費別途）

資格
取得

●専正池坊　家元指導員　長谷川 文子

いけ花とロイヤルフラワー
アレンジメント
～専正池坊～

古典花と、現代花やフラワーアレンジメントなど、
幅広い花形を基本から応用まで学びます。

木曜日（第2・4）
19：00～20：30

8,580円
（花材費別途）

資格
取得

TRY

●華道家元池坊中央委員　
日本いけばな芸術協会特別会員　入山 忠義

楽しく学べる池坊のいけばな

家元で本格的に学んだ講師が指導します。
初心者から上級者まで楽しく学べます。

土曜日（第2・4）
18：30～20：30

5,280円
（花材費別途）

TRY

●ヨガインストラクター　美月
心と身体に優しいヨガ

心と身体のバランスを整えていく癒し系の
ヨガ。ゆっくりじっくりと行いますので、無理
なく楽しく行えます。 9,900円

月曜日（第1・3）
10：30～12：00

TRY

６回のレッスンの中でベリーダンスの振り付け
を習っていく講座です。基礎の動きを練習しな
がら踊っていくので初めての方も大丈夫です。

●オリエンタルジャミール主宰　YUKO
MiX belly♪

9,900円

各9,900円

月曜日（第1・3）
19：00～20：00

●(社)日本武術太極拳連盟　A級指導員
　岐阜県武術太極拳連盟理事　髙木 久美子

ゆったり太極拳

ゆったりと太極拳を楽しみながら、心も身
体も健康に！（簡化２４式・４８式・剣） 16,500円

火曜日
13：00～14：30

●(社)日本武術太極拳連盟　A級指導員
　岐阜県武術太極拳連盟理事　髙木 久美子
太極拳をより深く理解し長く楽しむ為に、
もう一度基本から見直し練習します。 8,250円

火曜日（第1・3）
15：00～16：30

TRY

●ヨガインストラクター　RIKA
ピラティスヨガ

心と体と呼吸を連動させて行うヨガとピラ
ティス。体が硬い方でも徐々に柔らかくな
り体を整えていきます。 9,900円

火曜日（第2・4）
19：40～20：40

TRY

●フィ・オ・カマレイ・ピカケスタジオ
　インストラクター
　杉本 すず子・小里 悦子

フラダンス入門

初めての方には、基本ステップを丁寧に
指導し、フラの楽しさを伝えていきます。 各9,900円

①水曜日（第2・4）
②金曜日（第2・4）
13：00～14：30

6,600円

木曜日（第3）
10：30～12：00

TRY

年令がでる「所作」を若 し々く。古武術の所作は
体に無理なく動くコツがいっぱいです。四十肩・
五十肩・腰痛予防にもぴったりです。

●カラダラボ主宰　山口 潤

どっこいしょがなくなる！
古武術式「動きのアンチエイジング」

6,600円

土曜日（第1）
10：30～12：00

TRY

フラダンスの基礎から一緒に楽しく始めましょう。
あなたも必ずすてきに踊れる様になります。

●フラ交流親善大使
　プアナニ小林フラスクール代表　小林 恵美子
　インストラクター　早野 美香・望月 志津香

やさしいフラダンス

9,900円

土曜日（第1・3）
10：30～12：00

TRY

初心者の方でも大丈夫！楽しいステップにあわせ、フ
ラダンスを、一緒に踊りましょう。お子さまも入会可能。

●フラ交流親善大使
　プアナニ小林フラスクール代表　小林 恵美子
　インストラクター　松葉 まさ子・牧田 順子

はじめよう　ハワイアンフラ

9,900円

土曜日（第2・4）
13：00～14：30

TRY

ストレッチ・バレエの基本レッスンを通して体
の筋肉を鍛え、美しい姿勢と健康を目指し
ましょう。年齢関係なく挑戦してみましょう。

●小幡令子バレエ団　講師

～クラシックバレエ～
大人のためのバレエ教室

①18,150円
②9,075円

①日曜日
②日曜日（第1・3）
11：00～12：00

呼吸と共に1つ1つのポーズを丁寧に行うことで、ご
自分の精神や体調と向き合えるよう、基礎から学ぶ
ヨガです。運動の苦手な方も続けて受講しやすい
レッスン内容となっています。

●ヨガインストラクター　美月
姿勢美人ヨガ

9,900円

金曜日（第2・4）
10：30～11：45

ゆったり太極拳（中級）

●ボディバランス工房ｃｏｃｏｎ
姿勢デザイナー（カイロプラクター）
疲れやすい、やせにくい、肌トラブルは骨
盤の歪みが原因かもしれません。自分でし
かつくれない美軸をつくって若返りましょう。

美軸のつくり方

NEW

NEW

TRY

●水彩画教室　講師　横山 寿美子
おどろきの水彩画

赤、青、黄（三原色）と白だけの色で
描く水彩画。5才から大人まで楽し
めます。

6,600円

月曜日（第4）
10：00～12：00

墨にて○△□から始め、ぼかして
濃淡を作り、線から面へと流れる水
を表現。山水（川）・花鳥・人（犬･
猫）などを水と墨で描きます。

●書画教室　主宰　河合 翠山
水墨画・墨絵入門

9,900円

火曜日（第1・3）
10：30～12：00

TRY

TRY

●画家　大野 昌之
絵画入門

油絵・水彩画・パステル・色鉛筆・水墨、素
材、画材を選ばず絵画全般にわたり、お
教えいたします。 16,500円

（学生）11,220円

火曜日
15：30～17：30
（学生）
16：30～17：30

TRY

●画家　大野 昌之

色えんぴつ・パステル・
水彩画教室

静物画から風景画・心象画など幅広いジ
ャンルの作品製作を色えんぴつ・水彩を
画材として基本から応用まで指導します。 11,880円

木曜日（第1・3）
13：00～15：00

TRY

実用的な書のみでなく、できるだけ受講者
の希望に応じて指導します。

●岐阜県書作家協会　理事　浅野 美峰
実用書道

9,900円

金曜日（第1・3）
13：00～14：30

TRY

技法にしばられず、用具にこだわらず、
あなたの好きな詩や言葉を書き、素敵
な作品を作りましょう。文字構成など丁
寧に指導。

●師範　髙島 美保子・稲川 千賀子

～自由に書こう！～
みほこの遊び文字

9,900円

金曜日（第2・4）
13：30～15：00

TRY

淡彩のスケッチ画または鉛筆のみのデッサン
で身近なものをいろいろ描いてみましょう。初
めての方・中高生も可。

●洋画家・春陽会会友　清水 ふき子
デッサンと洋画入門

9,900円

土曜日（第2・4）
15：30～17：00

旅先での心に残る風景等を自由
な画材で描きませんか。初歩から
指導します。また希望者には公募
展へも対応します。

●洋画家　髙橋 正明
スケッチを楽しむ

9,900円
中高生 8,250円

金曜日（第2・4）
18：45～20：15

●画家　大野 昌之
小さな絵を描く

大きな絵ではなく、小さな絵（Ａ４
まで）を、色鉛筆・パステル・水彩
絵の具・墨（水墨）などを使い描
いていきます。いろいろな技法、
描くための基本から応用まで指
導します。

11,880円

木曜日（第1・3）
10：00～12：00

6,600円

火曜日（第2・4）
10：00～11：30●足助式医療體操協会登録指導講師

　石榑 ゆ季

足助式医療體操

健康管理体操全30技を1講座に10技を60分
かけてゆったり行ないます。（男女問わず）

TRY

9,900円

土曜日（第2・4）
18：00～19：00

TRY

世界で活躍する現役プロダンサーによる入門～
初級クラスです。個々のペースにあわせ、基礎か
ら丁寧に教えていきます。

●Ｃakra Ｄance Ｃompany 所属　ＴＯＭＯ
HIP HOP 入門

2020
1月－3月

1.オリジナルカレンダーを用いてあなたの運を開く方法を伝授します。2.
オリジナルカレンダーは、恵方がわかる方位盤、方位の解説、吉方位の
もとめ方、本命星早見表の付録つきで大変便利です。3.テキストに沿
って、来年の運勢と開運アドバイスを解説、わかりやすい内容です。
●明占・寿怜館館主　運命学・印相研究会副会長　
社団法人日本易学連合会 認定鑑定士 菊野 寿怜

火曜日（第1）
13：30～15：30

TRY

●ビューティ・ペルヴィスⓇ認定インストラクター　川瀬 美幸

～女性の美と健康をサポートする～
らくらく骨盤調整体操

骨盤には日頃の生活習慣や感情のクセが現われ
るといわれています。ご自身のチカラでリセットする
技術を身に付け、姿勢・動作・容姿・心を整えます。 各9,900円

①火曜日（第1・3）
19：00～20：15
②水曜日（第2・4）
10：30～11：45

12月28日体

12月20日体

12月21日体

土曜日（第1）
10：00～12：00
12月21日体

資格
取得

TRY

●華道則天門　華元補佐職　加賀 久雲
いけ花　華道則天門

草木の自然の姿を凝縮して一瓶の中に表現する
奥義（天、地、人）を学びます。

水曜日（第2・4）
13：30～15：00

9,900円
（花材費別途）

12月25日体

無料　　各３，０００円　　エプロン受 持材 持材

ポルトガル刺繍

ポルトガル刺繍のステッチで小さな小さな敷物を
作ります。どちらかお好きな方を選んで作ります。

●日本手工芸指導協会
ポルトガル刺繍師範 木村 多恵子
各1,100円　　各500円受 材

幸福の実ブッダナッツを使ってのフラワーアレンジメントで
す。一緒に幸福を手に入れましょう！また、お正月の準備とし
てかわいらしくしめ縄のアレンジメントもします。
●日本フラワーデザイン推進協会
認定講師 森 伊予子

クリスマス＆お正月プリザーブド教室
12/21（土） 10：00～12：00

550円　　1,100円　　はさみ・持ち帰り用袋・新聞紙3枚程度受 持材

華道則天門お正月花を生けましょう
12/25（水） 13：30～15：00
新春の床の間、玄関に松、千両、梅等のお目出たい花を
生けて遠来のお客様を心をこめて、おもてなしを致しましょ
う。花型＝投げ入れ
●華道則天門 華元補佐職 加賀 久雲

花バサミ・ビニールの敷物・輪ゴム10ヶ・新聞紙3枚・花びん（口が立ち上がっていないもの）持
1,100円　　3,500円受 材

冬にはきたいルームシューズを編みます。

●日本手芸協会認定 牧村 敦子

手編み教室
1/13（月） 10：00～12：00

550円　　500円　　5号・7号カギ針受 持材

～大人のビーズジュエリー～シャンパンゴールドのアクセサリー
1/24（金） 13：30～15：00
針と糸でビーズを縫いとめながらお花を作り、ネックレス又
は指輪（サイズ調整可能）又はイヤリング（ピアスの金具に
変更可）に仕立てます。スパンコールが輝くので高級感の
あるアクセサリー作りが楽しめます。
●生涯学習開発財団 認定インストラクター 上田 恭子
1,650円　　各1,980円　　糸切りばさみ・ウェットティッシュ・必要な方はメガネ受 持材

リボンで作ったお花を使い、お正月飾りを作ります。

●ウイ・キャロル・ミト公認インストラクター
Ｈｏｋｕｌａｎｉ公認インストラクター 佐藤 美幸

ハワイアンリボンレイ
12/14（土） 13：00～15：00

550円　　２，０００円　　裁縫道具受

1,100円　　筆記用具

「もう1つの視点から見直す親鸞」これまで聞いてきた伝統
的な法話の枠から抜け出して、新しい観点から親鸞を考え
直します。
●岐阜聖徳学園大学名誉教授
真宗大谷派眞敬寺住職 廣瀬 孝文

グローバル化社会の親鸞
12/20（金） 10：00～11：30

受 持

最高級アーティフィシャルフラワーを用いて、おせち華重箱
アレンジをします。ヘアコサージュとしても変化可能。

●PRA本部校代表 更井 佐知香

幸せを呼ぶ癒花レッスン「おせち華重箱＆ヘアコサージュ」
12/21（土） 13：30～15：30

無料　　3,000円　　はさみ・持ち帰り用袋受 持材

松竹梅はもっともめでたいお花です。これらのお花をメイン
にしてお正月花を作ります。床の間にも、玄関にもマッチし
た品格の高いお花を学びましょう。
●池坊華道講師 入山 忠義　　

楽しく学ぼう松竹梅で作るお正月のお花
12/28（土） 18：30～20：30

1,100円　　2,500円　　はさみ・持ち帰り用の袋受 持材

今、テレビや雑誌で話題の終活。エンディングノートを使っ
てまずはご自身の終活度をチェックしてみませんか？

●一般社団法人 日本エンディング協会 
認定講師 稲津 忠彦

エンディングノート作成講座 入門編
1/10（金） 10：30～12：00

550円　　500円　　筆記用具受 持材

2020年の運勢と開運方位について学びます。

●日本陰陽易道協会 学会 教授 大村 馨凜

開運 九星気学　
1/30（木） 15：30～17：00

1,100円　　筆記用具受 持

12/21（土） 10：00～11：30

筆記用具持 持
1,100円　　Ｒ2開運カレンダー代1,500円 テキスト代300円受 材

TRY

体幹力を上げ、体の潜在能力を引き出すこと
により、ダイエット効果が得られ、健康的な体
になっていきます。

●カラダ調律師　本川 とよ子
コア(体幹)チューニング

リニュー
アル

リニュー
アル

①月曜日（第2・4）
13：30～14：30
②水曜日（第2・4）
19：30～20：30

「開運方位術入門と来年の運勢

楽しく冬休みの習字作品づくりを行います。
保護者同伴可能。　対象/小学生

●岐阜県書作家協会常任理事 河合 翠山

12/26（木） 14：00～16：00

550円　　書道道具一式受

冬休み習字教室

ブリザーブドフラワー講座
土曜日（第1） 10：00～12：00

NEW グローバル化社会の親鸞
金曜日（第1・3） 10：00～11：30

NEW

開運九星気学
〈全11回〉
木曜日（第1） 
15：30～17：00

ステンドグラス
金曜日（第２・4）
10：00～12：00

折り紙教室
木曜日（第3）
10：00～12：00

大人のビーズジュエリー
金曜日（第2） 13：30～15：00

NEW

リニューアル

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

12/17（火） ①10：00～12：00 ②18：00～20：00

TRY

ラテンのリズムに合わせて、楽しく踊ります！
体全体を動かすことで姿勢もよくなり、シェ
イプアップにも。

●SALSA　ROSA　主宰　奥田 善樹
ラテンダンス　サルサ

10,560円

木曜日（第2・4）
19：00～20：30




