
   
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■三島市本町 3-29 三島本町タワー3Ｆ 

☎ 055-971-4041 
■電話受付時間：(月)～(土)9：30～18：00  

☎ 055-971-4041 

  

    

    

    

  

  

      

    
  

  

  
  

 体験 ★1/12、26 体験料：5,390円 

ゴルフスクール  
ゴルフを始める方が急増中！！ 

初心者からスコア
アップを目指す方

まで、講師が打席
を順番に回って経
験に応じて個別に

指導します。 

※現地集合・現地解散、駐車場あり※練習球 130 球付

※別途、保険の加入が必要です 

(水)19：30～21：00 ★1/12 ｽﾀｰﾄ 
(木)19：30～21：00 ★1/13 ｽﾀｰﾄ 
受講料：22,000円(3 ヵ月全 10回) 

会場：グリーンゴルフセンター（清水町徳倉） 

日本には数少ない 
バラを育てるプロ
が直接指導！豊富
な経験を活かし、本
には載っていない
テクニックを伝授。 

国内屈指のローズガーデナーが指導 

はじめてのバラづくり 

第 2（水）10：30～12：00  

受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回) 

講師 山本 健生 「やまもと土づくり研究所」代表 

 

正絹で作る つまみ細工 
季節の素敵なアイテム作りが楽しめる 

初心者を対象に、つま
み細工の基本から丁
寧に指導します。つけ
る方を美しく見せる
アクセサリーや小物
を作りましょう。 

第 3(火)10：00～12：00 

受講料：9,900円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：実費（1作品 2,000円程度) 

初回道具代：実費（2,000円程度) 

講師 岩田 裕美 「ホビーショップ プレジール」

代表 

苔の生態を学び、あなた

の手で苔を育てよう。 

育てた苔でテラリウム

を作ります。愛着のある

苔は、お部屋を癒しの緑

で演出します。 

奥深い苔の世界を学ぼう 

癒しの苔を育てよう 

第 2(土)10：00～12：00 ★2/12 ｽﾀｰﾄ 

受講料：6,600円(2 ヵ月全 2回) 

初回教材費：4,840円 

講師 伊澤 和弘 「モッソファーム」代表コケクリエイター 

世界のワインを堪能しよう 

美味しいワインを楽しむ 

女性限定！ヒット曲を踊ろう 

K－POPダンス 

①第 2・4(水)10：30～11：15 ★2/9 ｽﾀｰﾄ 

②第 2・4(水)12：45～13：30 ★2/9 ｽﾀｰﾄ 

受講料：29,700円(3 ヵ月 6回分) 

講師 杉山 和代 健康運動指導士、ピラティスインストラクター 

第4(土)10：00～12：30 ★2/26 ｽﾀｰﾄ 

受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：実費(2,000円程度/回) 

初回教材費：実費（7,000円程度） 

講師 比企 京子 日本チョ―クアート協会認定講師 

 

K-POPダンスをマスターして、アイドル
になりきって踊ろう。ガールズグルー
プの曲を中心に、今流行りの最新曲も
取り入れてレッスンします。 
ダンス初心者さんも大歓迎！ 

①第 1・3(月)18：00～19：00 ★1/31 ｽﾀｰﾄ 

②第 1・3(月)19：15～20：15  

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円 

講師 moeka ダンスインストラクター 

第3(水)19：00～20：30 ★1/19 ｽﾀｰﾄ 

受講料：6,930円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：6,270円（3ヵ月） 
講師 鈴木 徳蔵 「ワインマルシェまるやま」店長 

投資に興味があるけど
よくわからない。 
そんな方に投資のプロ
が投資・資産運用の基
本を教えます。 

第2・4(月)19：00～19：50 ★1/24 ｽﾀｰﾄ 

受講料：11,550円(3 ヵ月全 5回) 

講師 渡邊 希史 ストラテジスト 

 

筆ペンで描く文字アート。 
書道や絵画の経験がなくても大丈
夫。自由に自分の世界観を文字で表
現しましょう。 
褒め上手な講師が書き方の基本から
丁寧に指導します。 
文字を書くだけでなく水彩絵具によ
る絵とのコラボも楽しめます。 
 

己書(おのれしょ)開運幸座 

 

 

第4(金)10：30～12：00 ★2/25 ｽﾀｰﾄ 

受講料：7,590円 (3 ヵ月 3回分) 

教材費：実費 初回道具代：1,760円 

講師 大嶽 由美子 (一社)己書公認 道場師範 

絵具を使って、漫画のよう
な絵やキャラクター(人物)
を描くコツをきめ細かな指
導で教えます。 

オリジナルキャラクターをかわいく描こう 

彩りイラスト教室 

第 2・4(土)13：30～15：00 ★2/12 ｽﾀｰﾄ 

受講料：11,220円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：1,320円（3 ヵ月） ※別途、道具代あり 

講師 服部 幸子 絵師、グラフィックデザイナー 

切ると絵柄が出
てくる太巻き寿
司を毎回２種類
作ります。 

2022年 2～4月の 3ヵ月基礎コース 

はじめてのチョークアート 

第 2(火)10：00～12：00 ★2/8 ｽﾀｰﾄ 

受講料：4,400円(2 ヵ月全 2回) 

教材費：4,620円（2 ヵ月） 

講師 高木 佐代子 「Smile Table。」 主宰 

不安や窮屈を解消 

第 4(月)19：15～20：45 ★1/24 ｽﾀｰﾄ 

受講料：7,920円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：330円（3 ヵ月） 

講師 多田 裕子 NPO法人日本交流分析協会 TA心理カウンセラー 

今のあなたを最高に美しく演出 

Ⓐ1/20(木)Ⓑ2/17（木） ※メイク＆撮影お一人 90分 

①10：00～11：30 / ②11：15～12：45 / ③12：30～14：00 

④14：30～16：00 / ⑤15：45～17：15 / ⑥17：00～18：30  

受講料：19,800円 

講師 眞野 敦 「眞野写真室」主宰 / メイク協力：千歳屋化粧品店 

ホッコリかわいい動物を彫ろう 

川崎誠二の木彫り教室 

◆講師  

（水）三浦 孝介 （木）武藤 幸平 

お気に入りの1枚を撮ろう 

人物撮影を得意とするプロカメラマンと
資生堂の最高級ブランドを使用したメイ
クで、今のあなたを最高に美しく演出い
たします。最高の 1枚を撮影して記念に
残してみませんか。 
当日は、お化粧せずにお越しください。 
※ヘアアレンジはありません 

※衣装の持ち込み可能 

心を豊かに保つための心理楽 

ピラティス個人指導 45分 

マンツーマン指導で効果を実感！ 

運動経験・柔軟性やご希望 
に合わせて指導します。 
多くの方が、ピラティスの 
効果を実感しています。 
まずは初回体験参加から！ 

はじめての巻き寿司教室 
ぐるぐる巻いて楽しく作ろう 

 

はじめての投資の学校 

投資で失敗しない知識を学ぶ 

座学とテイスティング
でワインの奥深さに 
触れ、みなさんと一緒
にカジュアルにワイン
を楽しみます。 

WEBからは２４時間受付可能！ 

 単発イベント 
★1/22（土）10：00～ 

メッセージボードを描く 
受講料：4,730円（教材費込） 

味のある字を楽しむ 

 体験 ★1/19、2/16 体験料：5,170円(教材費込) 

 

静岡朝日テレビカルチャー 
受講時、併設駐車場 

 体験 ★1/10 体験料：2,750円 

新型コロナウイルスの感染状況により、講座の 
体験日・ｽﾀｰﾄ日が変更になる場合があります 

２００講座 

お申し込み・お問い合わせ 

見学・体験 受付中 

木彫作家 川崎誠二が直接指導する
木彫りイベントが登場！ 
ガチャガチャで販売された大人気の 
「木彫りの動物たちシリーズ」から
「犬・猫」お好みの方を作ります。 
木彫りの基本から木材の扱い方など
楽しく指導します。 
サイズ：H2.5㎝×W4.5㎝×D3.5㎝程度 

「自信」をつける 

キッズ走り方教室 

対象：年長～小学 4年生 

体の使い方を知っ
て、良い走り方を身
につけよう。運動神
経の発達する幼少期
から始めることをお
勧めします。 
第 2・4（土）14：00～15：00 ★1/8 ｽﾀｰﾄ 

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

会場：ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ駿東（駿東郡清水町） 

講師 山本 幸子 健康運動実践指導者 

 体験 ★1/8 体験料：2,640円 

ホームページが新しくなりました 
1300講座から検索！ 

第 2(土)10：00～12：00 

受講料：7,590円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：1,760円（3 ヵ月） 

講師 服部 幸子 絵師、グラフィックデザイナー 

 

こどもアトリエ 

絵画・物作り。自由に楽しく取り組もう 

お子さんの豊か
な個性・感性や
想 像 力 を 伸 ば
し、自由に「描
く・作る」を楽
しみます。 

2/19(土)10：00～16：00（昼休憩 1時間含む） 

受講料：4,730円 

教材費：4,290円（道具レンタル込） 

講師 川崎 誠二 木彫り作家 

 ZOOM によるオンライン教室もあります 
第 1・3（月）19：00～20：00★1/31 ｽﾀｰﾄ 
受講料：11,550円(3 ヵ月全 5回) 

①キッズクラス（小学 3年～6年） 
②初級クラス（中学生～大人） 

オイルパステルを指でぼかして 
ポップでかわいい作品を描きます。 
初心者さんも気軽に取り組めます。 

 単発イベント  

★1/28（金）10：30～ 
「ありがとう・笑う」を書く 
受講料：2,970円（教材費込） 

 体験 ★①1/8（土） ②1/22（土）   

③1/26（水） 19：00～20：30 体験料：2,640円（教材費込） 

対象：小学 5年生～高校生 

 体験 ★1/8、2/12 体験料：3,025円 

対象：小学 1～6年生 

 体験 「カメリアのバッグチャーム」作り 
★1/18 体験料：7,260円（教材費込） 

1日 1日 

 ・苦手な人との効果的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと傾聴 

・自分の中の 5つの心とは  など 

メーカー問わず、お手
持ちのカメラの機能
を活かし、オート撮影
では表現できないワ
ンランク上の撮影を
楽しみましょう。 
ミラーレス可 

第 1・3(土)13：00～14：30 ★1/15 ｽﾀｰﾄ 

受講料：14,520円(3 ヵ月全 6回) 

講師 古澤 久志 フォトマスター1級 

初心者の一眼レフカメラ 

機能や使い方を丁寧に解説 

 メニュー（2 ヵ月分） 

お雛様・ハート、桜・キャラクター 

 体験 ★1/17 18：00 クラス 体験料：2,530円 

～秋冬の手入れ～ 

世代を問わずストレス
を感じやすい現代。心
の負担を減らし、幸福
な毎日を過ごすための
ヒントを学びます。 



  

  

  

  

  

  

    

  

    

 

 

   

 ◆新型コロナウイルス対策を徹底しています 

◎手指の消毒◎検温◎向かい合わない机の配置 

◎講座ごと机やドアノブの消毒◎教室内の換気  

★ご受講の際は、マスク着用をお願いします 

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

●1 日講座・体験参加は入会不要●ほとんどの講座が 3 ヵ月毎の更新制です●施設維持管理

のため連続講座 1 ヵ月 330 円、1 日講座 110 円別途かかります●受講者が少ない場合や講

師の事情により、開催日を延期、開講を中止する場合があります●見学・体験をされる場合

は事前にご予約ください●入会日の変更やキャンセルは、ご入金前にご連絡ください 

    

        

楽譜が読めない方も
鍵盤に貼った指番号
を見て弾くので安心
して取り組めます。 
 ①第 2・4(木)10：30～12：00 

②第 2・4(木)13：00～14：30 

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費（ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ・ﾃｷｽﾄ代） 音楽著作権料：132円 

講師 川口 真弓 全日本らくらくピアノ協会静岡支部 1級認定講師 

 体験 ★1/12、26 体験料：3,245円 

はじめよう！ 

らくらくピアノ® 

人気の琉球音楽 

はじめての三線教室 

女性限定！ 

40分個人施術 

 

①1/15（土）②1/19（水）③2/2（水） 

④2/9（水） 13：00～16：40 

受講料：7,040円（教材費込） 
講師 坂本 ゆきこ 植物療法ファセテラピーセラピスト 

第 2・4(水)10：30～12：00 

受講料：16,500円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：495円(3 ヵ月) 音楽著作権料：132円 

講師 iko 琉球伝統歌舞団「琉神」主宰 

 

沖縄の島唄や代表曲を
演奏して楽しみます。楽
器初心者にもバチの持
ち方、扱い方などを丁寧
に指導します。 
 

①1/19（水）②2/9（水）13：00～17：00 

受講料：9,240円（教材費込）お土産付き 
講師 坂本 英基テラスフジフラワーレメディ開発者 

花にはそれぞれ役割が
あります。選んだ花カ
ードから今のあなたに
必要なメッセージをお
伝えいたします。 

①1/15（土）②2/2（水） 13：00～17：00 

受講料：9,790円（教材費込）お土産付き 
講師 坂本 英基 声紋分析心理学士 

①1/17（月）②2/22（火）10：30～17：30 

受講料：5,720円（鑑定書付） 
講師 臼井 ひろみ 四柱推命鑑定士 

四柱推命 華僑風水 宿曜星 

 

生まれた年・月・日・
時間の４つから過
去・現在・未来を占
います。自分の命式
を知り、これからの
道標にしましょう。 

自分を見つめ直そう 

メルカリで得する整理収納 

整理収納アドバイ
ザーが、得する片
付け整理術とメル
カリの出品方法・
写真・売れるコツ
をお伝えします。 

気軽にはじめてみよう 

2/26（土）10：00～11：30 
受講料：3,300円 
講師 フェアリア未紀 チャームキャスティング＆タロット占い 

チャームキャスティング占い 
出会いと未来を物語る可愛い 
チャームを読み解き楽しみま
す。午後には個人鑑定も開催！ 

魔女術に由来する魅力溢れる占いを体験 

①1/25（火）②2/22（火）10：30～12：00 

受講料：3,740円（教材費込） 
講師 いなば かおり  整理収納教育士 

ご希望に合わせて 

書道を始めませんか。 
毛筆：小筆の実用文字と太筆 

ペン字：ボールペン、インクペン 

筆ペン：楷書・行書・草書体 

こども：硬筆から学びます 

声から個性を解析。
あなたに必要なレメ
ディを取入れ、強み
と個性を活かして自
分を磨きましょう。 
 

第 2・4（土)13：30～15：00  

受講料：14,300円(3 ヵ月 5回分) 
教材費：実費 

講師 紅林 喜世子  

ICA国際電卓協会三島地区長、日本珠算連盟師範 

知って得する電卓検定 
周りと差がつく実用講座 

電卓機能をフルに活か
し、仕事効率大幅アップ
するスキルを学びます。
資格取得を望まない方
もご参加いただけます。 

第 3（土）10：00～11：30 

受講料：6,600円(3 ヵ月 3回分) 

初回教材費：8,000円程度 

枠レンタル：1,650円(3 ヵ月) 

講師 福澤 素子 伝統の彩と技「日本刺繍ギャラリー」主宰 

絹地に絹の糸を一針
ずつ刺していく繊細
で優美な光沢をもつ
日本刺しゅう。初心者
を対象に基本から丁
寧に指導します。 

はじめての日本刺しゅう 

伝統美の奥深さにふれる 
  

   

   

 体験 ★1/10、24 体験料：2,530円 

  

  

  

 

  

 体験 ★1/13、27 体験料：2,530円 

 体験 ★1/7、21 体験料：3,080円  体験 ★1/10、24 体験料：2,310円 

第 2・4(月)14：00～16：00 

受講料：11,880円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費 音楽著作権料：132円 

講師 八木 春子 大和太郎音楽事務所所属、芸歴35年 

 

声を出し、歌うことは頭と体に
とても良い事。歌謡曲・演歌・

懐メロなど、個々に合わせ歌唱
テクニックを指導します。 

①第 1・3(金)14：00～15：30 

②第 1・3(金)19：00～20：30 

受講料：16,500円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円 

講師 大川 英一郎 「STUDIO SONICS」主宰 

 

正しい腹式呼吸、発声・歌の
表現など、歌のジャンルを問

わず基礎から指導します。 
※個人レッスンも受付中！ 

ヴォーカルレッスン 

発声・表現・理論などを基本から指導 

楽しいカラオケ倶楽部 

歌は心と身体のビタミン剤 

1本の風船で動物やお花か
ら作ります。続けると大作
にも挑戦できます。 

初心者さんにおススメ 

バルーンアート 

①第 4(水)13：00～14：30 ★1/26 ｽﾀｰﾄ 

②第 4(水)15：00～16：30 ★1/26 ｽﾀｰﾄ 

③第 4(水)18：30～20：00 ★1/26 ｽﾀｰﾄ 

受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：1,980円（3 ヵ月） ポンプ代：実費 

講師 かおり バルーンアーティスト 

 

①1/29（土）②3/19（土）13：30～14：40 

受講料：3,080円 

美姿ウォーク 

正しく歩いて全身運
動！体も心も健康に
スタイルアップを目
指しましょう。姿勢
改善で膝痛・腰痛に
も効果的。 

姿勢改善で見た目年齢マイナス 10歳！ 

2/11（金）13：30～14：30 

受講料：2,640円 

ゼロトレ体験会 
県東部唯一の認定講師が指導します 

歳とともに体は縮み、
歪んだ各部位を本来
の位置(元：ゼロ)に戻
すことで、健康的に美
しく痩せやすい体を
目指します。 

①1/29（土）②2/23（水）10：00～12：00 

受講料：3,960円（教材費込） 

講師 澤脇 雅乃 日本ボディスタイリスト協会認定校「Luxia」主宰 

フェイシャルセルフトリートメント 

長引くマスク生活で
低下した表情筋。顔の
たるみを抑え、引き締
めるお顔のケア技術
を学びましょう。 
 

素顔に自信をつける 

①第 1・3（火）10：00～12：30 

②第 1・3（火）13：30～16：00 

受講料：18,480円(3 ヵ月 6回分) 

初回道具代：実費（7,000円程度） 

講師 畑 真理子 洋裁一級技能士、文化服装学院通教指導員 

お好きなデザイン、それぞ
れのサイズで洋裁の基本
の型紙作りから学べます。
毎日を充実させる洋服で
お洒落を楽しみましょう。 

大人世代の洋裁教室 

初心者さんも基礎から学べる 

第 1・3（火）13：30～15：30 

受講料：16,500円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費 初回教材費：（2,500円程度） 

講師 山本 和子 日本手芸普及協会講師 

インテリア雑貨に植物や
季節の柄を描き、アクリ
ル絵の具で色付けしま
す。日常が華やかになる
作品が出来上がります。 

大人のトールペイント 

身近な雑貨をオシャレに楽しむ 

呼吸法と31の動作で全身
を動かし、自然治癒力を
高めて、不調を改善しま
しょう。 

①(月)13：00～14：30 
②(木)18：00～19：30 
受講料：14,520円(3 ヵ月 11回分) 

講師 ①金森 ②長島 自彊術普及会指導員 

若返り！自彊術（じきょうじゅつ） 

全身を動かす話題の健康体操 

日舞の稽古を通して、
マナーや立ち居振る舞
いを基礎から丁寧に指
導します。 

①第 2・4(月)14：30～16：30 

②第 2・4(月)19：00～21：00 

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円 

講師 藤間 之宏 藤間流師範 

 

藤間流日本舞踊 
新世代の若き師範が教える 

元タカラジェンヌが、バレ
エ・ジャズダンスの基礎を
中心に、女性らしさを取り
入れたダンスを指導。 
13:15～エクササイズクラスあり 

 第 1・3(木)14：45～15：45 

受講料：15,180円(3 ヵ月 6回分) 
音楽著作権料：132円 

講師 華城 季帆 宝塚歌劇団 87期生、花組娘役で活躍 

 

大人のジャズダンス 

宝塚気分を楽しんで踊ろう♪ 

講座の詳細は、お問い合わせください。 

講座 開催日時 毛筆 ペン字 筆ペン ボールペン 硬筆

こ
ど
も

こども書道教室
（5歳～）

（月）15：30～17：30
※（月）18：00～20：30親子参加可能

（火）18：30～20：30
（土）13：30～16：00
※3ヵ月6回コースと10回コースあり

● ●

暮らしに役立つ書道
（月）18：00～20：30
（火）18：30～20：30

● ● ● ●

土曜日の書道 （土）13：30～16：00
※3ヵ月6回コースと10回コースあり

● ● ● ●

大
人

声紋分析＆ 

フラワーレメディ 
 

60分個人診断 花のエネルギー 
～お花が教えてくれる自分の生かし方～ 

60分個人診断 ヘッドスパ＆ 
植物療法セラピー 
目の疲れや眠りが浅い
方。ヘッドスパと植物療
法の相乗効果で心と体
を癒すセラピーです。 

30分個人鑑定 

 体験 「お雛様を描く」 ★1/18、2/1  
体験料：4,565円（教材費込） 

英語の音に慣れましょう！ 

グラハム先生の楽しい英会話 

(金)15：00～16：30 ★1/14 ｽﾀｰﾄ 

受講料：22,000円(3 ヵ月 10回分) 

教材費：330円（3 ヵ月） 

講師 グラハム ホーン 英会話講師 

英会話のプロが挨拶や日常
会話、便利なフレーズをご
紹介します。耳から慣れ苦
手意識を克服しましょう。 

 

第 1・3(金)10：00～11：30 

受講料：13,530円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費 音楽著作権料：132円 

講師 薮崎 晴美 ウクレレ講師 

 

楽器経験がない方も楽し
めるウクレレ。楽器の持ち
方、ストロークを覚え、簡
単な曲から弾きましょう。 
 
 

たのしいウクレレ 

ポピュラーな曲からはじめよう 

講師 山本 幸子  

ゼロトレ公認インストラクター、姿勢矯正インストラクター 

 

※日本ボディスタイリスト協会認定校 Luxiaの修了証を発行 

受講料：11,330円（教材費込） 

講座 開催日時

ハンドトリートメント ①1/29（土）②2/23（水）

実技セミナー 13：30～17：30

フットトリートメント 2/19（土）

実技セミナー 13：30～17：30

 見学日 ◆1/7、21、2/4  

 

 

15～20分の施術が可能です 

①2/19（土）10：00～11：50 定員 2名 

②3/5（土）10：00～17：20 定員 6名 

受講料：8,800円 
講師 小島 真代 カラーアドバイザースクール「ワントゥーカラー」代表 

 

パーソナルカラー個人診断 

年齢と共に変化
する似合う色。 
今のあなたを美
しく見せるカラ
ーをアドバイス
します。 

似合う色を見つけよう 50分個人診断 

パーソナルカラーアドバイザー 

①1/29（土）②2/19（土）13：00～17：00 

受講料：13,750円（教材費込） 

パーソナルカラーの技術を基本から学べ
ます。洋服選びを楽しもう。 

 

2/11（金）10：00～16：00（昼休憩 1時間含む） 

受講料：17,930円（教材費込） 

カラーセラピスト 3級講座 

色彩をツールとした心をサポートする 
癒しの専門家を目指します。 

 7年ぶりに復活！フェアリア未紀の 

タロット＆チャームキャスティング 30分個人鑑定 

★2/26（土）12：30～17：00 体験料：5,390円 

 体験 ★1/24、31（月）、1/20、27（木） 体験料：1,980円  体験 ★1/6、20、2/3 体験料：2,860円 

 体験 ★1/14、21、28 体験料：2,530円 

第 4(木)13：00～15：00 ★1/27 ｽﾀｰﾄ 
受講料：8,250円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：330円(3ヵ月) 音楽著作権料：66円 

講師 小倉 浩二 シャンソン歌手 

 

シャンソン・カンツォーネを楽しむ 
日本語でおしゃれに歌う♪ 

女性に人気のシャンソン
歌手が音楽未経験者にも
歌の意味や表現をわかり

やすく解説し歌い上げる
テクニックを指導します。 

 体験 ★1/27、2/24 体験料：3,080円 

脳の基礎体力をつけて老化を防ぐ 

やさしい脳のトレーニング 

脳の活性化には、そろばんや
本による「読み・書き・計算」
が効果的。簡単な問題を解き
ながら脳を鍛えましょう。 

第 2・4(金)10：00～11：30 

受講料：9,900円(3 ヵ月 6回分) 

初回教材費：1,320円 

講師 栗原 真貴子 GGTの会 

 体験 ★1/14、28、2/11 体験料：1,980円 


