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 声楽を習いたいけれど、いきなり個人
レッスンは自信が無いという方に♪
グループ・個人と発声・曲、共に歌い
分け、「声楽」を学んでいきます。 

 

●講座をご受講いただくには朝日テレビカルチャーに〈入会〉が必要です。入会金は、大人：3,300 円、中学生以下 1,650 円●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●連続講座は月 330 円、1 日講座は

1 回 110 円維持費が別途かかります●1日講座・体験レッスンは入会不要です●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、開催日を延期または
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頂きます●入会日の変更やキャンセルの場合にはご入金前に必ずご連絡下さい。●新型コロナウイルス感染拡大の状況により、スター
ト日や体験日、1 日講座開催日、講座内容等を変更する場合があります。 

2021年秋号 

☎055-971-4041 

 
〒411-0855 三島市本町 3-29  

三島本町タワー3F 

朝日テレビカルチャーは新型コロナウイルス感染防止対策に細心の注意を払って運営しております。 

静岡朝日テレビカルチャー 検索 

受講の 

ご案内 

川崎誠二の木彫り教室    

 

途中入会可 

 

  

 

 

「ホビーショップ プレジール」代表 岩田 裕美 ダンスインストラクター moeka 

絵師 グラフィックデザイナー 服部 幸子 

創業明治 29 年 ｢中村屋麹店｣ 店主 Instagram @nakamurayakouji 

発酵調味料アレンジレシピ大公開！ 

（月）～（金）9:30～19:00 （土）9:30～18:00 (日)休業 

 

創業明治２９年中村屋麹店  

麹のあそび塾  

K-POPダンス 正絹で作るつまみ細工 

３ヵ月で作る 

あけびの籠バック 

  

美姿ウォーキング こどもアトリエ 対象：小 1～小 6 

くらしの革工芸 

たのしいウクレレ  

第 3（土） 14：30～16：00 

 受講料：8,250円（３ヵ月３回分）   
教材費：2,310円（3ヵ月分） 

第 3（土） 13：30～15：30 
10/16・11/20・12/18 

受講料：10,890円（３ヵ月３回分）   
初回教材費：3,000円程度 道具レンタル費：1,500円程度（実費） 

サクサク、こりこり♪時間を忘れて夢中にな

れる木彫りの魅力を堪能してください。講座

では、彫刻刀の使い方や木彫りの基礎を学

びながら、３回で猫か犬いずれかを作りま

す。継続時は動物や本物そっくりな食べ物な

ど、お好きな作品を彫って楽しみましょう♪ 

3回で完成！かわいい動物を彫ろう 

木彫り作家 川崎 誠二  Instagram @seiji_kawasaki 

 

 

大人のトールペイント 

バルーンアート  

お勤め帰りの 

油絵＆ 
水彩画入門  

おうち時間を楽しもう♪ 

 

極細のペンを使い、

細かい表現や筆圧に

よる線の濃淡など、

ペン画の魅力をお楽

しみください。 

★ペン画の技法を学ぶ 3回体験会★ 
10/22・11/12・11/26  10:30～12:30 

受講料：6,930円 教材費：1,650円 維持費：330円 

リラックス・セルフケア 

リラックス太極拳 
健康体操自彊術

じきょうじゅつ

 

アイデア・発想・脳トレ 

大人の手工芸 

 

K-POP が好き、アイドルの振り付けをマスターして楽しく踊りたいな

ど、どなたでも大歓迎♪ガールズグループの曲を中心に人気の最新曲

をレッスンに取り入れます！ 

 第 1・3（月）①18:00～19:00 

②19：15～20：15 

受講料：13,200円（３ヵ月 6回分）   
音楽著作権料：132円（3ヵ月分） 

10/4・18 事前・初回体験会 体験料：2,640円 

 

第 3（火）10：00～12：00 ＊10月のみ変則 

受講料：9,900円（３ヵ月３回分）  
教材費：1作品 2,000円程度 道具代：2,000円程度（実費） 

お孫さん、娘さんの 
七五三・成人式のお祝いにも 

つまみ細工を基礎から学んで、アクセサリーや季節

の小物から作ってみましょう♪ 

初心者の方にも丁寧に指導します。 

・10/26：蝶々のブローチ  

・11/16：クリスマスツリー ・12/21：お正月飾り 

 

女性限定 小学生から大人まで♪ 

子どもの個性を尊重し、楽しく作品を作り

ながら、豊かな個性や想像力を伸ばしま

す。「描く力」「見る力」が身につく技法、

「色彩」、「造形」の知識などを学びます。 

受講料：7,590円（３ヵ月 3回分）  
教材費：1,760円（3ヵ月分） 

10/23・11/6 10:00～11：30事前体験会 体験料：2,970円 

 

第 2（土）10：00～12：00 

少人数制、一人一人丁寧に指導します♪ 

10/2 事前体験会 まるで本物！?小さなパンを彫ろう 

体験料：3,080円  教材費：実費（1,500円程度） 

 

受講料：11,880円（３ヵ月 6回分）   

教材費：660円（3 ヵ月分）他別途実費 
①キッズクラス（小学生） ②初級クラス（中学生～大人） 

 

正しく歩いて全身運動！スタイルアップを目指し

ましょう♪姿勢改善で膝痛、腰痛もなくなります。 

見た目年齢マイナス 10歳！身体も心も健康に♪ 

受講料：7,920円（３ヵ月 3回分） 
9/18 13:00～事前体験会 体験料 3,080円 

 

中高年から始める 

らくらくピアノ 

譜面が読めなくても楽しめる♪ 

第 2・4（木） 13：00～14：30 
受講料：13,200円（3ヵ月6回分） 

音楽著作権料：132円（3 ヵ月分） 

 

  

キーボードに貼った指番号を見て

弾くので、誰でも楽しめます。 

指先の運動は脳の活性化にも効果

的！グループレッスンですが、個々

のペースで進められます。 

（一社）全日本らくらくピアノ協会 1 級認定講師 川口 真弓 

体験日：9/30・10/14 

 10/28・11/11・25 

＊体験は紙鍵盤を使用 

はじめての戸塚ししゅう 

先ずは簡単なステッチから♪ 

受講料：16,500円（3 ヵ月 6回分） 

教材費： 実費（初回教材 1,000円～） 

戸塚ししゅう師範 安永 優子 

 

山崎 和行 他 

 

第 1・３（火）10:00～12：30 （木）クラスも有り 

体験日：9/21・10/5・19・11/2・16

（水） 

独創的な作品を数多く手

掛ける講師が基本から丁

寧に指導♪日本の古典的

な作品から北欧小物まで、

作品づくりを楽しみます。 

受講料：16,500円（３ヵ月 6回分）   

教材費：実費（1作品 2,000円程） 

第 1・3（火） 13：30～15：30  

（財）日本手芸普及協会 講師 山本 和子 

第 1（土）13：00～14：10 

10/30・11/6・12/4(土)＊10月のみ変則 

健康運動実践指導者 姿勢矯正インストラクター 山本 幸子  

月 1回の美メンテナンス 
姿勢改善で見た目から若々しく♪ 

 

 

ウクレレ講師 薮崎 晴美 

 

第 1・3（金）  

10：00～11：30 
受講料：13,530円（３ヵ月 6回分）   

音楽著作権料：132円（3 ヵ月分） 

金曜 AMの新クラスがスタート！ 

はじめての方も大歓迎♪ 

楽器経験が無い方でも楽しめる

「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

が特徴です。楽器の持ち方、簡単

な曲を弾きながら指導します♪ 

ふだん使いできるお洒落な籠バッグ

を 6回で作ります。素材を活かした趣

のある作品に仕上がります♪Aか B、

お好きな方をお選び下さい。 

A：あけびの「あじろ編み（一部）バッグ」  

B:あけびと山ぶどうの「みだれ編みバッグ」 

 第 1・3（木）①11：00～１３：００ 
②13：30～15:30 

11/4・18・12/2・16・1/6・20 

  受講料：16,500円（3 ヵ月全 6回） 

教材費：実費 (6,000円程度)  

 

高さ 20 ㎝×横幅 30 ㎝ 

 

写真：B みだれ編み 

 

「真木雅子ラタンアートスクール」講師 南雲 葉子 

 

 山本 和子 

線だけで描く写実の世界 

美術講師 塩川 晴美 

自分だけのお気に入りを作ろう 

事前・初回体験会：9/17・10/1・15 体験料：2,750円 

中国伝統の健康法 

ゆっくりとした呼吸と全身

運動で体内循環が向上しま

す。日常の健康的な身体づ

くりにオススメ！体力に自

信が無い方でも無理なく続

けられます。 

日本武術太極拳連盟 C 級指導員 野田 康太 

受講料：8,580円（３ヵ月 6回分）   

音楽著作権料：132円（3 ヵ月分） 

月 2回（水） 

13：00～14：00 

体験日：9/17・24・10/1・8・15・11/5・12・19 

毎月、季節とテーマに合わせたア

ロマを使用。アロマで心も身体も

リラックス・リフレッシュさせなが

ら、ヨガの呼吸とポーズで代謝ア

ップ、脂肪燃焼を目指します。 

10月 クラリセージ 

11月 ベルガモット 

12月 イランイラン 

受講料：16,500円（３ヵ月 12回分）   

音楽著作権料：264円（3 ヵ月分） 

（金）10：00～11：00 

日本すこやかヨガ協会認定ヨガ講師 斎藤 貴之子 

アロマ＆代謝UPヨガ 

リラックス＆脂肪燃焼！ 

体験日：10/6・20・11/10・17 

体験日：①10/4・18・25・11/1・8・15 

②10/7・14・21・11/4・11・18 

 

 

 

受講料：14,520円（３ヵ月 11回分）   

①（月）13:00～14:30 

②（木）18:00～19:30 

万病を克服する体育療法 

初心者さんから丁寧に指導♪ 

皮革工芸作家 大杉 富枝 

受講料：19,800円（３ヵ月 6回分）   

教材費：実費（道具代 7,000円程度 

革代 1作品 1,000円程度） 

第 1・3（金）  
10：00～12：00  

お財布やポーチなど、

革に好きな色や柄を

施して世界に一つしか

ない作品を作ります。 

治療法がルーツの独特な呼

吸法で全身を動かす日本最

初の健康体操です。硬くなっ

た関節をほぐし、歪んだ骨格

も矯正、血液の循環を活発

にしていく効果があります。 

社団法人自彊術普及会指導員 金森・長島 

｢オオワダアート絵画教室｣ 講師 佐藤 育余 

個性を十二分に発揮でき

る油彩画。絵に没頭して

毎日をリフレッシュ♪ 

初心者さんは、1本の風船か

ら、動物やキャラクターなど

様々な作品を作ります♪ 

見学可：9/20・10/4・18・11/15・22 

第 1・3（月）18:30～20:30 

受講料：11,880円（３ヵ月 6回分）   

第 4（水） 
①13:00～14:30 
②15:00～16:30 
③18:30～20:00 

受講料：8,250円（３ヵ月 3回分）   

教材費：1,980円（別途ポンプ代） 

体験日：9/22・10/27・11・24 

バルーンアーティスト かおり 

昔から変わらない良き製法を受け継ぎ、

7種類の麹を作る中村屋麹店の若夫婦

が麹と発酵パワーの魅力を楽しさ全快で

お伝えします。発酵パワーを普段の食事

に取り入れて、健康増進・体力 UP♪ 

7種類の麹の試食も有ります！ 

 

楽しい作品作りに挑戦しよう 

同講師 水彩スケッチ 16:00クラスも開講中！ 

油絵・水彩どちらにも対応できるクラスです 

｢樹皮＆つるの籠バック｣講座発 

 

 

10/16：麹の基本知識 

11/20：塩麹と醤油麹作り 

12/4 ：季節の麹アレンジレシピ大公開 ＊12月のみ変則 

 

フランス刺しゅうに色々な

ステッチを組み合わせた、

繊細で深みのある刺しゅう

です。刺しゅう経験がない

方でも、針や糸の扱い方か

ら丁寧にレッスンします。 

 

はじめてのペン画 

第２・4（金） 10：30～12：30 

https://www.instagram.com/seiji_kawasaki/
https://www.instagram.com/seiji_kawasaki/
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綺麗な花を咲かせよう 

 
日本で数少ないバラ

の専門家直伝のバラ

作りテクニックが学べ

る人気講座です。講師

の豊富な経験を活か

した本には載っていな

い内容をお届け！ 

 

 

受講料：16,500円（6ヵ月全 6回）   

第 2（水）10：30～12：00 

こどもバレエ（土） 
①幼児クラス（年少～6歳） ②小学生クラス（6～9歳） 

人を育てるロイヤルメソッド 

初心者対象のレッスンです♪ 

バレエを通じて、ひとり一人

の人間力を育み、礼儀・マナー

の教育も行っていきます。 

受講料：9,900円（３ヵ月６回分）   

音楽著作権料：132円 

「ナツキバレエアカデミー」 講師 楠山 百華 

 

第 2・4（土）①13：00～14：00  
②14：05～15：05 

暮らしに役立つ 

中国漢方＆薬膳

体の内から健康に 

 
漢方医学の基礎理論「陰陽・

五行」で身体のしくみ、免疫

力の高め方、気の巡りを改

善する方法など、漢方と身

体の関係を解説します。 

※毎回、健康茶付 

受講料：5,060円（2ヵ月全 2回）  
教材費：440円（2カ月分） 

「中華伝統医薬学研究会」主宰 王 元武 

   

キッズ走り方教室 
『かけっこ』で自己肯定感を  

色々な身体の使い方を知り、い

い走り方を身につけよう。「楽し

い」、「気持ちいい」を感じながら

ゴールデンエイジにたくさんの発

達を体と脳に促します！ 

会場：エスパルスドリームフィールド駿東 🅟有 

受講料：13,200円（３ヵ月６回分） 

健康運動実践指導者 山本 幸子 

第 2・4（土）14：00～15：00 

 

10/9 14:00～初回体験会 体験料：2,640円 

 

体験日：10/9・23・11/13  

対象：年長～小４ 

ゼロから学べる人気セミナー 

受講料：11,550円（3ヵ月全5回）  

外資系金融機関勤務 AFP 相続診断士 渡邊 希史 

 

途中入会不可 

月 2回(月)19：00～19：50 
10/25・11/8・22・12/13・27 

10/11 19:00～事前体験会 体験料：2,750円 

 

10/14 15:15～ 事前体験会  

体験料：3,190円（教材費込み） 

入会金不要 

はじめてのバラづくり 
～秋冬の手入れ～ 

季節の 

飾り巻きずし 

ゴルフスクール 

経験に応じた指導 

 
「初心者」から「スコアアッ

プ」を目指す方まで、PGA

ティーチングプロの講師が

丁寧に指導します。 

会場：グリーンゴルフセンター

（清水町徳倉 1218-1） 
＊練習球付 ＊別途保険加入 
＊ゴルフクラブ無料レンタル有 

受講料：22,000円（３ヵ月全10回）   

後藤 真一郎・三浦 孝介・武藤 幸平 

各クラス定員 6 名 

 

（火）・（水）・（木） の 3クラス 
19：30～21：00 

PGA ティーチングプロ 

土曜日の書道 
子どもから大人まで 

受講料：14,850円（３ヵ月 10回分）  

教材費：1,650円（3 ヵ月分） 

 

翠筆書道家会 師範位 中野 康龍 

 

（土） 13：30～16：00（フリータイム制） 

硬筆（鉛筆）から書に親しみま

しょう。学年に合わせて毛筆

の指導も行います。 
＊60 分〜90 分程フリータイム制 

＊（月）、(火)クラスへの振替可能 

＊月 2 回クラス有り 子ども：5 才～小学生 

体験日：9/25・10/9・16・11/6・13

   

      

はじめての投資の学校 

こどもの習い事 

 

途中入会可 

 

①Beautyエクササイズ 
②大人のジャズダンス 
 

オーダーメイド似顔絵 
 

1日で完結！オススメ 1日講座  
作家さんから教えてもらう 

まるで本物！?人気の木彫り教室 

 

 

 
 

琉球伝統歌舞団「琉神」 

しわ、たるみスッキリ！ 

セルフマッサージ＆ 
マスク映えするアイメイク 

 
 

受講料：3,080円（楽器レンタル込み）  

10/11（月） 

17：00～18：30 

四柱推命 華僑風水 宿曜星 

30分個人鑑定 

 

 

琉球伝統歌舞団「琉神」主宰 iko 

 

9/22・10/13・27・11/10（水） 

10：30～12：00 

受講料：3,245円（楽器レンタル込み） 

 

はじめてのフラダンス 
骨盤修正ヨガ 

NPO法人沖ヨガ協会 講師 米山 裕子 
 

第 2・4（土）11:30～12:30 

ゆったりとしたハワイア

ンソングに合わせて踊

るフラダンスは、心身の

リラックスにも効果的。

腰のスイングは内臓が

正しい位置に戻り、姿勢

矯正にも！ 

｢フラメイト｣ 主宰 石井 るみか 

受講料：11,880円（３ヵ月 6回分）   

音楽著作権料：132円（3 ヵ月分） 

体験日：9/25・10/9・23・11/13・27 

マヤンレメディスト 大空 香凛 

体験日：9/27・10/4・18・25・11/1・8・15 体験日：10/7・21・11/4・18 

微笑がこぼれる南国ダンス 

身体の歪みをリセット 元タカラジェンヌが指導！ 

①姿勢を綺麗に「タカラジェンヌ Body」を目指

す体幹トレーニング中心のエクササイズです。 

 

②バレエ、ジャズダンスの基礎を中心にステップ

やターンを取り入れ、ゆっくりと振り付けをして

いきます。 

 

宝塚歌劇団 87期生 花組娘役として活躍 華城 季帆 

第 1・3（木）①13:15～14:15 

②14:45～15:45 
受講料：15,180円（３ヵ月 6回分）   

音楽著作権料：132円（3 ヵ月分） 

見て・食べて美味しい巻き

寿司♪季節の花や動物な

どのカワイイ巻き寿司を

毎回 2 種類作ります。出来

上がりは切ってみてのお

楽しみ♪お子様のお弁当

やお祝いにもピッタリ！  

10/12 お花、秋の景色 

11/9  とんぼ、四海巻き 

12/14 サンタ、キャラクター 

第 2（火）10：00～12：00 
受講料：6,600円（3ヵ月 3回分） 

教材費：6,930円（3ヵ月分） 

｢Smile  Table｣ 主宰 高木 佐代子 

可愛くて美味しい和のおもてなし 

修正法・呼吸法・瞑想法を

取り入れながら、骨盤や

背骨の歪みを少しずつ改

善し、身体のバランスを取

り戻していきます。 

※3クラス間で振替可 

受講料：13,200円（3 ヵ月 10回分） 

音楽著作権料：220円（3 ヵ月分） 

（月）18：00～19：10  

＊（水）18：00～19：10 （水）19：20～20：30 

 クラスもございます。 

 

ダンス・健康 くらし・ビジネス 

 

キッズプログラミング 
小学校教育必修化！  

 
お子様が未来を生き抜く糧

となる「論理的思考と道徳

心」を ICT 教育で楽しく身

につけます。文科省連携の

厳選アプリ、オリジナルゲー

ム制作、PC 作り等を通じ、

コミュニケーション力や創造

具現化力を高めます。 

 月 1回（月）18：15～19：15 
受講料：11,550円（３ヵ月 3回分） 

教材費：1,650円（3ヵ月分） 

「未来の教室」 室長 中村 真悟 

体験日：10/4・11/1・12/6 

対象：小 1～小 6 

10/30（土） 
10:30～18:00 
＊1人 30分完全予約制 

＊完成品のお渡しが後日になる場合もございます。 

「四柱推命」とは、

518400人に一人の

運命式。生まれた年・月・

日・時の四つの柱から観

える「過去〜現在〜未

来」。自分の命式にあっ

た人生を歩んでいるか

否か…自分確認の作業

をしていきましょう。四

柱推命、華僑風水、宿曜

星(二十七宿)の鑑定書

をお渡しして鑑定させ

て頂きます。 

 

11/2（火） 
10:30～17:30 

＊1人 30分完全予約制 

受講料：5,676円 

たたいて！おどって！チムドンドン！ 

沖縄の伝統芸能エイサーのワーク

ショップ。世界の「琉神」メンバー

が先生です！初めての方でも分

かりやすく丁寧に教えるので、楽

しく体験できます。沖縄音楽のリ

ズム感や太鼓のたたき方、踊る楽

しさを皆で感じよう！ 

子どもから大人まで 

沖縄太鼓エイサーを踊ろう 

 
 

四柱推命鑑定士 臼井ひろみ 

 

極真カラテ 

キッズチアダンス 

｢はじめての沖縄三線｣講座 体験会 

初心者さんも挑戦！ 
『海』を弾こう 

 
 

10/26（火）10:30～11:30 

 

 

「やまもと土づくり研究所」代表 山本 健生 

10/13・11/10・12/8・1/12・2/9・3/9 

「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,つみたて NISAをや

ってみたが、正しいやり方か不

安」などのお悩みを持っている

あなた。 投資の学校で基本か

ら学んでみませんか？ 

 

 

日本茶とアジアのお茶  
緑茶、烏龍茶、紅茶でアジア旅行 

 

日本・中国・韓国・台湾・インド・

スリランカ・ベトナムなど、各国

の産地、茶園、品種別にお茶の

魅力を学びます。 

歴史、製造、お茶の特長から、

いれ方まで幅広く学ぶ“本格お

茶講座”です。美味しいお茶で

贅沢なひと時を！ 

 

 
第 3(土) 
19：00～20：30 

受講料：7,590円（3ヵ月 3回分）  
教材費：1,980円（3ヵ月分） 

体験日：10/16・11/20・12/18   

人に優しく、自分に厳しく 

肉体的な強さや技術だけ

でなく、精神的に強い人

間を目指します。挨拶な

どの礼儀作法が身に付

き、同時に、根気強さ，協

調性などの人間関係の基

本を学びます。 

 

受講料：17,160円（３ヵ月 12回分）  

胴着・サポーター一式：15,000円程度 

円円 

 

（土）16：30～18：00 

体験日：9/25・10/2・9・16・11/6・13・20

   

      
｢総極真 大石道場｣師範 大石代悟 担当講師:日下部尚弥 

 
可愛らしく元気に踊ろう！ 

柔軟性やリズム感を高め、

協調性や礼儀も身に付きま

す。踊ることが大好きなお

子さんにピッタリ♪ 

 月 3回（木） 

16：40～17：40 
受講料：11,880円（３ヵ月9回分） 

教材費：実費（初回2,500円程度） 

音楽著作権料：198円（3 ヵ月分） 

｢Cheers FACTORY｣代表 米山 温子 

体験日：9/30・10/7・14・11/4・11・25

   

      

12/4（土） 
13:30～16:30 
受講料：3,300円  

教材費：1,650円 

10/2（土）13:30～16:30 

受講料：2,970円  

教材費：実費（1,500円程度） 受講料：3,630円 

受講料：1,980円 

12/15（水） 
10:00～13:00 

スプーン作り
バターナイフ 

作り 

｢工房 Rokumoku｣ 代表 渦輪 倫子 絵師 グラフィックデザイナー 服部 幸子 

思い出や記念日、プレゼント

に！世界に一つだけのオー

ダーメイド似顔絵を、心をこ

めて描きます。お孫さんの

お誕生日、七五三のお祝い

にもぴったり♪大切なペット

ちゃんも写真で描けます♪ 

木の香りに

包まれて、小

刀でコリコリ

と削る心地

よい時間。 

大切な方へ

のプレゼント

にも最適♪ 

受講料：3,630円 教材費：実費（2,000円程度） 

12/21（火） 

10：00～12：00 

正月飾り 

 

 

 
 

11/16（火） 

10：00～12：00 

Xmas ツリー 

 

 

 
 

｢正絹で作るつまみ細工｣講座発 

Xmas ツリー＆正月飾り 作り 

 

 

私たち一人ひとりは、本来大

きな力を持って生まれてき

ています。それを出すも出さ

ないも自分次第。 

マヤ暦で生まれた日のエネ

ルギーを読み解き、人生を

紐解いてみませんか。 

 9/25（土） 13:30～17:40 

10/30（土） 10:30～17:40 

＊1人 30分完全予約制 

受講料：4,730円 

彫刻刀の使い方や木彫りの

基礎を学びながら、本物そっ

くり！?可愛い小さなパンを

彫りましょう♪ 

クロワッサンかフランスパン、

いずれか 1つを作ります。 

｢POLA 三島店｣ メイクアドバイザー 西原 久美子 

マヤ暦 個人鑑定【30分】

「その日」に生まれた 
意味・運命を知ろう 

 

長いマスク生活

で表情が動かず、

知らないうちに

たるんでしまった

ほうれい線。そん

な悩みを解決し

ましょう。 

 

基礎から学びたい

方から独学で楽し

んできた方まで、あ

の有名なエイサー

チーム「琉神」のリ

ーダーが丁寧に指

導します。  

 

POLA直伝セルフケア 

木のカトラリー教室 
12/4 スプーン＆12/15 バターナイフ作り 

 

 

 
 

木彫りでミニパン作り 
 
 

 
 

木彫り作家 川崎 誠二 Instagram @seiji_kawasaki 

 

世界にひとつ 心を込めて描きます♪ 

 

途中入

会可 

 

日本茶インストラクター 大塚 喜美江 

第 2（木）15：15～16：45 
11/11・12/9 ＊10月～12月は 2回 

 

11/24（水）10：30～12：30 

「フラワーアレンジメント」講座発 

Xmas リースアレンジメント 
 

 
受講料：3,080円  

教材費：実費（3,800円程度） 

Ｘｍａｓ＆お正月飾り  

受講料：2,530円  

教材費：1,430円 

本講座｢川崎誠二の木彫り教室｣ 10/16 スタート！ 

第 3（土）13:30～15:30 

*1日講座には、維持費 110円が別途掛かります。 

https://www.instagram.com/seiji_kawasaki/
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