
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事前体験会 ：①②10/13（水） ③10/15（金） 特別価格：1,100円 

  

時間を忘れて没頭できる趣味を始めませんか？ 

 

島田 スクール 

0547-37-1941 
お申し込み・お問い合わせ 

 

ゆるヨガ 

 事前体験会：9/25・10/2 体験料：1,980円 
◆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致します。 

めまい・頭痛解消にも効果的 

講座のご受講には、入会金大人：3,300円、中学生以下：1,650円がかかります。1日講座・体験レッスンは入会不要です。 

別途維持費が、継続講座 1 ヵ月 330円、1日講座 110円かかります。全て税込表示。キャンセルの場合は、ご入金前に要連絡。 

日本でも昔から親し

まれている「月餅」

を手作りします。お

持ち帰り用は焼か

ずに持ち帰るので

おうちで焼きたて

を頂けます♪ 

≪月～土≫9時 30分～19時  

（日）は第 2・4週のみ（15時まで） 

 

〒427-0022 

島田市本通３-6-1歩歩路 2F 

ＷＥＢ申込みは 24時間受付中！ 

 

タティングレース 

 事前体験会：10/4  体験料：2,750円 

たのしいボタニカルアート 

異文化カルチャーに触れる秋 

漢方研究に実績のある王先生

が、季節の変わり目だけでなく日

常生活で起こる不調の改善方法

を東洋医学に基づき教えます。 

セミパーソナルトレーニング 

Cover K-POP ダンス 漢方&薬膳入門 

英会話 
プライベートレッスン 

週末の中国語「超入門」 

楽しい韓国語「超入門」 

台湾スイーツを手作り！ 中国菓子「月餅」を手作り！ 

植物の肖像画をやさしく表現 

月２回（金）13：30～15：30  

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：660円 (3ヵ月) 

＊入会時、道具代別途あり 
 

美術家 カトウマキ 

 

もう枯らさない！ 

リビングがお洒落に華やかになる 

①第 2（日）14：30～16：00 10/10・11/14・12/12 

②第 2（木）10：30～12：00 10/14・11/11・12/9 
受講料：6,600円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：実費（3,500円程度）＊当日払い 

「ANTIDOTE」 マネージャー 山本 貴志 
 

本気でお金と向き合う 

第 4（土）10：00～11：00  

10/23・11/27・12/25 

受講料：6,930円(3 ヵ月 3回分) 

外資系金融機関勤務 AFP（日本 FP協会認定） 

相続診断士  渡邊 希史 

 

まだまだ現役！ 

でも自分だけでは治せない 

痛み・体改善スペシャルプログラム 

第 2・4（月）10：00～11：30          

受講料：19,800円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円（6回分） 

島田市スポーツ推進委員  市川 志織 

 

 事前体験会：10/5  体験料：1,650円 

★他にもヨガクラス多数あります 

各ヨガクラス内で振替可能★ 

  
①第 2・4（水）16：30～17：30(4才～小 2） 
②第 2・4（水）17：30～18：30（小 3～小６）      

③第 1・3（金）19：30～20：30（中学生～大人） 
受講料：①②9,900 円③10,560円（3ヵ月 6回分） 

音楽著作権料：各 132円（6回分）  

 

ちいさな刺繍教室 超入門 

第 2（日）10：00～11：30  
11/14・12/12 ※今期は 2回 

受講料：6,600円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：2,640円（3ヵ月）※道具代別途あり 

 

個人レッスンで英語力 

スピードアップ! 

 

 

静岡スクールで講師歴 20 年以上！スクール内で

一番のクラス数を受け持ち、受講生からの信頼も

厚いベテラン講師が島田で初レッスン！レベル・目

的に合わせた 1 枠 30 分の個別レッスンと少人数

の楽しいグループレッスンです。 

ネイティブな発音を身につけてしっかり伝わる 

英語を身につけましょう！ 

じっくり実用英会話 

第 2・3（水）11：10～13：00  
（個人レッスン 30分） 

受講料：26,400円(3ヵ月 6回分) 

教材費：330円（3ヵ月） 

第 2・3（水）10：00～11：00  
受講料：33,000円(6ヵ月全 12回) 

教材費：660円（6ヵ月） 

 

 初回体験 OK：10/13 体験料：4,400円 

 初回体験 OK：10/13 体験料：2,530円 

第４次韓流ブーム！この波に乗って 

韓国語をマスターしましょう！ 

まずはハングル文字を覚えましょう！ 
 
第 1・3（土）11：10～12：10 

受講料：11,880円(3 ヵ月全 6回) 

教材費：330円（3ヵ月） 

 

第 2・4（土）13：30～14：30 
受講料：11,880円(3 ヵ月全 6回) 

教材費：330円（3ヵ月） 

中国伝統医薬学研究会主宰  

静岡県立大学非常勤講師  王 元武（オウ・ゲンブ） 

 

第 2（土）12：00～13：10 
受講料：15,180円(6 ヵ月全 6回) 

教材費：1,320円（6ヵ月） 

 

漢方医学のちからで不調を改善 

 初回体験 OK：10/16 特別価格：1,980円 

 中国語初回体験 OK：10/9 特別価格：1,980円 

イギリスの伝統レース編み 福を包んで福を呼ぶ韓国の「布」 中国の伝統的な擦弦楽器 

第 3（月）13：00～15：30 
10/18・11/15・12/20 

受講料：9,240円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：実費（1,000円～） 

日本アートクラフト協会理事 

タティングレース講師 高木 桂一 

 

第 4（木）10：00～12：00 
10/28・11/25 

受講料：7,920円(2 ヵ月全 2回) 

教材費：2,750円 

アトリエ「ホワイトアン」主宰 田形 典子  

 

第 1・3（水）12：50～ 個人レッスン30分 
＊空き時間はお問い合わせください 

受講料：16,500円(3 ヵ月 6回分)教材費：330円 

音楽著作権料：132円（3 ヵ月） 

西泉流二胡協会講師  西田 和子 

 

 

一歩、一歩、着実に身につく 

「これから投資をはじめたいけど何をしたらいい

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？ 

金融市場を 20年 

近くみてきた講師 

が初心者にもわかり 

やすく教えます。 

英会話講師 クリスティーヌ 海野 

世界最大の母語話者人口！ 

ゆったりとした呼吸と

ポーズで硬くなった体

をゆるめて自律神経

を整え、めまい・頭痛

等といった症状も解

消する講座です。 

 

アレルギーフリーのおやつ作り 

10/10（日）10：00～12：00 
受講料：3,080円 

教材費：1,650円（豆花・大根餅各 3個持帰り） 

お菓子工房ナチュリン 平林 むつみ 

 

お餅とお米のわんぱく料理☆ 

11/20（土）12：30～14：30 
受講料：3,300円（教材費込み） 

韓国語講師 金 福姫（キム・ポッキ） 
 

 体験日：10/6・20   体験料：3,190円 

病院では教えてくれない体の動かし方、使い方の

コツを教えます。個々の症状・希望に合わせてトレ

ーニングを行うので効率的に改善していきます 

プロが厳選した数種類の緑、器からあなたにぴった

りの素敵なグリーンを作ります。アフターケアもで

きるので育て方の疑問、悩みも即解決！基礎知識

を学んでどんどん緑に囲まれましょう。 

てのひらサイズのちいさな刺繍をち

くちく縫いあわせて愛らしいワンポイ

ント作品を作っていきます。刺繍はじ

めてさんにおすすめです♪ 
韓国の伝統パッ

チワーク。秋色の

シックな装いの

覆い布で野菜や

果物をお洒落に 

演出しましょう！ 

二胡の音色はまろや

かで優美。人とは違

う趣味を探している

方、楽器をお持ちの

方、まずは体験して

みませんか？ 

ヴィクトリア王朝時代の英国

貴族の伝統技法のレース編

みです。まずは、レースのネ

ックレスを作りながら基本の

技法を学びます。 

10/22 
スタート 

NEW 

インテリアグリーン 
のある暮らし

Dance School JUNGLOOP  AU（あう） 

今いちばん熱いダンスレッスン♪ 

大人気のK-POPアイドルになりきって踊っちゃおう！いろんなK-POP

を踊るので性別は関係ありません。バックダンサーになったり、メインで

みんなの視線をくぎ付けにしたり♪みんなで楽しく踊りましょう！ 

①10/10 

②10/14 
スタート 

NEW 

10/12 
スタート 

NEW 

10/11 
スタート 

NEW 

第 1・2・3（火） 
11：30～12：30  

受講料：16,500円(3ヵ月 10回分)※今期は9回 

音楽著作権料：220円（10回分） 

フィジカルヨガ普及協会認定指導員 

牧野 尚子 

 

11/14 
スタート 

NEW 
10/24 
スタート 

NEW 

10/23 
スタート 

NEW 

3クラス開講！ 
NEW 

①②10/27 

③ 11/5 
スタート 

10/9 
スタート 

NEW 

10/13 
スタート 

NEW 

10/16 
スタート 

NEW 

※人数によりセミ PVになる可能性がございます。 

マンゴー豆
トウ

花
ファ

 大根餅 

 

ありのままの植物の姿を描くボタニカ

ルアート。植物の奥深さやアートの楽し

さを見つけましょう。まずは鉛筆デッ

サンから、後に透明水彩絵具で彩色も

行います。実力派若手講師がアートの

楽しさ、素晴らしさをお伝えします。 

刺繍教室講師 松浦 彩 

11/14（日）10：00～12：00 
受講料：3,080円教材費：1,650円（6個持帰り） 

お菓子工房ナチュリン 平林 むつみ 

 

 体験日：9/20・10/18体験料：3,910円 

ハスの覆い布 

二胡（胡弓） 

検索 

はじめての投資の学校 

日常小物こそハンドメイドで素敵に変えよう♡ 

カルトナージュで作るおうち小物 

 初回体験 OK：10/22 体験料：2,480円 
韓国語講師  

金 福姫（キム・ポッキ） 

ポジャギ講座発！2回で作る 

 

月を愛でながら食べよう！ 

トッポギ・キンパを作ろう！ 

静岡朝日テレビカルチャー 

4～5 名の

少人数制 

◎体験はヘアゴムまたは、

ブローチを作成します♪ 

 

 事前体験会：10/10 体験料：1,650円 

2021年秋最新号 

2回 

完結 

体験 

できます 

定員 5名 

※今期は 5回 

※今期は 5回 

※詳細はHPをチェック 

※単発受講可 

（受講料は変わります） 

月 1回（日）①②10：00～12：30③10：00～16：00  

①10/24：ウェットティッシュデコ 

②11/28：A6サイズ手帳・ブックカバー 

③12/12：リモコン BOX 

受講料：11,220円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：当日実費（1作品 1,650円～3,850円） 

 

おうち時間が増えた今、欠かせなくなったウェットティッシュケースやテーブ

ルに無造作に置かれた小物をまとめる BOX をひと手間加えてお洒落にしま

せんか？ハンドメイドした物は愛着が沸いて見るたびにほっこり♡ 

 

インテリア茶箱とカルトナージュの教室「遊工房」主宰  

山本 佳世 

体験 

できます 

※今期は 5回 

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、スター

ト日や体験日、講座内容等を変更する場合があり

ます。最新情報はホームページをご確認下さい。 

 



 

  

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

防水・防虫・防腐効果

があり、非常に強く丈

夫です。今回は普段

使いにちょうどいい

サイズのバッグを作

ります。 

はじめての日本画 

 

他にも 200講 

案内文+QRコード 

大人の美術部 

植物、果物の写生か

ら始め、日本画の基

礎、制作の手順、道

具や材料の扱い方

など、丁寧にゆっく

り説明していきます 

 

 

 

 

 

５０代からの 

簡単ステップダンス 
～DISCO WORLD～ 

ニットバッグから始める 

編み物入門 

流行のボカロや K-POP サウンドを作ってみた

い子集合！Macや iPadを使った DTM 

(デスクトップミュージック)や、ポピュラー 

音楽理論に関するレッスンを行います。 

 

 

第 1・3（水）18；50～19：50 
受講料：9,900円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円 

JWI インストラクター  
鈴木 未来 

 

タロットがあなたの潜在意識と思いに語りかける 

70’s～90’s 年代のディスコダ

ンスをフィットネス風にアレンジし

た、 「新型」ダンスエクササイズプ

ログラムです。ステップも簡単で

初心者や年配の方でも楽しめます 

 体験日： 9/20・10/4体験料：2,530円 

 

知られざる 

遠州パワースポット 

実践写真講座 

島田スクール 0547-37-1941 

はじめての健康麻雀

の 

本チラシ掲載以外にも多数講座があります。詳細はホームページへ 

第 1・3（水）10：00～12：00  
受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分)教材費：990円 

多摩美大卒（日本画専攻） 

常葉学園菊川高校美術非常勤講師 伏見 聡美 

 

数々の個展を開催してい

る人気の若手画家が指導

します。様々な技法を学

ぶことができ、描くこと

の楽しさや魅力的な表現

方法を学びましょう。 

第 1・3（月）10：00～12：00  

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：990円 

画家  持塚 三樹 

 

毎週（木）14：10～15：10  

受講料：19,800円(3 ヵ月 12回分) 

音楽著作権料：264円 

ＫＹナガイダンススクール主宰 

永井 謙作 

人気のパワースポットでも

ある和歌山県の熊野です

が熊野まで行かなくても

同じご利益をいただける

場所が島田の近隣に！他

にも古事記に出てくる逸

話や熊野三山の伝承をお

伝えします。 
第 3（月）10：00～11：30 
10/18・11/15・12/6(12月は第 1) 

受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回)資料代：1,650円 

運勢鑑定事務所「忘筌（bousen）」代表 鈴木 良孝 

 

第 3（土）10：00～12：00 
受講料：8,250円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：330円（3ヵ月） 

フォトグラファー 松浦 昭宏 

 

第 1・3（月）13：30～15：30 
受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：660円（3ヵ月） 

日本プロ麻雀連盟静岡支部長 望月 雅継 

 

体験日：10/6・20  体験料：1,980円 

 3回完結！★好きな素材でつくる「バッグ」シリーズ★  

KISSER の 

スペシャルマジック講座 

               

こどもの自然アトリエ 

第 2・4（土）16：30～17：30 

受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円（6回分） 

☆iPadまたは iPhoneが必要です 

第 1・3(金)①10:30～12：30 

②13：30～15：30 

10/15・11/5・11/19 
受講料：各 6,600円(3 ヵ月全 3回)教材費：2,860円 

クラフトバンドエコロジー協会認定講師 

滝下 祥子 

 

第 2（水）13：30～16：00 

10/13・11/10・12/8 
受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回)教材費：3,300円 

京工房 主宰 金刺 京子 

シンプルな模様が美しい

かごバッグです。取り外し

可能なファーで、一年中

活躍します。こげ茶色のフ

ァーにマッチしたミルクテ

ィー・チョコ・マスタードの

3色からお選びください。 

身近な植物を描いてみよう！ 

月２回（金）16：00～17：30 
      ＊60分フリータイム 

受講料：9,900円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：660円(3 ヵ月) 

＊入会時、道具代別途あり 

美術家  カトウマキ 

 
第 2（水）13：30～15：30 
10/13・11/10・12/8 

受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回)教材費：4,400円 

編み物教室ボンエプー主宰 太田 妙子 

 

キッズ走り方教室 
遠州に熊野三山があった！ 

新型コロナウイルスの感染拡大状況に 

より、スタート日や体験日、講座内容等 

を変更する場合があります。 

途中入会 OK講座も多数ございます。 

最新情報はホームページをご確認下さい。 

 

プロマジシャン  

KISSER（キッサー） 

音楽教室ユースタジオ 主宰  
 

小出 祐輝 

DTM（デスクトップミュージック）入門講座 

タロットリーディング 【30分個人鑑定】 

 

12/26（日）10：00～17：00 
受講料：4,730円  五感ナビゲーター  Kaorin 

一生見守るあなたの守護天使が伝えたい事 

シータヒーリング 【30分個人鑑定】 

10/30（土）12：00～18：00 
受講料：4,730円  ｼｰﾀﾋｰﾗｰ・Agnos Armony RITA 

神聖なエネルギーが込められたハワイで生まれたカード  

マナカードリーディング 【20分個人鑑定】 
11/6（土）12：00～17：00 
受講料：4,730円  「楽天占い」リモート鑑定師 颯樹（そうじゅ） 

気になっていた講座に見学・体験からチャレンジ！！ 

！ 

 

キッズ将棋 

月２回（土）10：00～11：00 

10/9．30・11/6．20・12/4．11 
受講料：9,900円(3 ヵ月全 6回) 

会場：ｻﾝﾜﾌｨｰﾙﾄﾞばらの丘 

（島田市野田 1500-1） 

元 J リーガー  内藤 修弘 

 

第２・4（月）17：00～18：30 
受講料：9,900円(3 ヵ月 6回分) 

テキスト代：1,100円程度 

元県アマ名人  

全国シニア名人戦全国大会 2位 

公益社団法人  

日本将棋連盟公認 棋道指導員  高木 秀彰 

 

第 2・4（日）①13：00～13：50 
        ②14：00～15：00 

受講料：9,900円(3 ヵ月 6回分) 

音楽著作権料：132円（3 ヵ月）  

 

富田バレエアーツスタジオ講師  富田 志保 

エンジェルバレエ 

Enjoy！社交ダンス 

【入門】 

体験日：9/30・10/7 体験料：1,980円 

 初回体験OK：10/9  特別価格：2,200円 

（小・中学生対象） 

 

これからの季節にピ

ッタリのもこもこニッ

トバッグを今回はか

ぎ針で作ります。初

心者の方でも基本の

編み方から丁寧に教

えます。 

（小学生対象） 

 

学生時代を思い出して入部しよう！ 見る側から描く側へ  

クラフトバンドのかごバッグ 一閑張りのかごバッグ 

珍しい一品で頼れるバッグ 再生紙で作られた本当のエコバッグ 

毎週（土） 
①9：30～10：45 

②11：00～12：15 
毎週（金） 
③19：30～20：45 

受講料：22,000円 

（3 ヵ月全 10回）  

保険料：200円 

会場：中央公園ゴルフセン

ター（島田市野田）Ｐ有 

受講料：33,528円（3 ヵ月全 3回） 

保険料：200円 

会場：菊川カントリークラブ 

（菊川市冨田）ロッカーは使用不可 

第 2（日）15：00～17：30 
10/10・11/14・12/12 

JGTOツアープレーヤー 数原 正直 

●ゴルフスクール 

●ラウンドレッスン 

スタンダード、ラテンの基礎的な

動きや身体の使い方をエクササ

イズとして取入れます。心はずむ

リズムに乗って、社交ダンスを踊

ってみませんか？ 

植物の面白さやアートの楽しさを見つ

けて技術・感性を磨きましょう。まずは

鉛筆デッサンからスタート！その後にク

ーピーや絵具等で彩色も行います。 

写経・写仏と精進料理 
 
11/6（土） 
10：00～1３：30 
◆受講料：3,300円  

◆教材費：2,530円 
 
会場：水月庵（藤枝市瀬戸 Pあり） 

可睡斎典座老師 観音寺住職  小金山 泰玄 
 

 

☆人気の職業☆声優の道への第一歩！ 

「静岡声優養成所」1日体験 
 

 
 

 

 

(有)リップス シズセイチーフ講師 相川 香 

 

玄米麹のお味噌づくり体験 
 
9/25（土） 
10：30～1３：30 
◆受講料：3,080円 

◆教材費：3,850円（食事付） 
 
会場：たろべえじゅ（藤枝市瀬戸ノ谷） 

たろべえじゅ店主 塚田 千景 

 

 
オススメ！ 

運気アップ！占い 個人診断 

今年の締めくくりと来年へのステップ！ 

才能は無限大∞  こども講座（全 18 講座） 

体験 

できます 

冬の“いつものバッグ”決定！ 

10/18 
スタート 

NEW 

 初回体験OK：10/22 体験料：1,760円 
定員 6名 

定員各 3名 

見学 

できます 

体験 

できます 
体験 

できます 

体験 

できます 
体験 

できます 

10/9 
スタート 

NEW 

（年長～小４） 

 

（①３才～未就学児） 

 

（年長～中学生） 

 
（②小学生） 

 

 見学日：9/29・10/6  見学無料 

  体験日： 9/20・10/4体験料：2,530円  体験日：9/18・10/16 体験料：3,190円 

①②10/9 

③10/15 
スタート 

NEW 

10/30（土）10：00～15：00（休憩 1ｈ） 

受講料：13,750円 

（ﾃｷｽﾄ・資料代・終了証代） 

 

カラー心理アドバイザースクール  

ワントゥカラー代表 小島 真代 

 

10/30（土）10：00～17：00（休憩 1ｈ） 

受講料：24,700円  

（ﾃｷｽﾄ代・NPO 法人ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞ協会発行

認定証込み） 

整理収納アドバイザー1級・2級認定講師  

佐藤 慶子 

 

整理収納アドバイザー 

２級認定講座 

 

今年の大掃除はラクラク！ 

幸せが舞い込む☆整理収納術 

 パーソナルカラー 

スタイリスト 【ベーシックコース】 

 

自分カラー（ブルベ・イエベ）を 

最大限に生かそう！ 

 

声優を目指すのに必要なスキルを学ぶ特別体験会。

リズムに合わせた腹式呼吸や感情表現など、養成所

で行っている基礎練習を体験できます。 

 

①9/12（日） 13：30～14：30 
②10/30（土）15：30～16：30 

受講料：3,080円教材費：1,650円 

(有)リップス シズセイチーフ講師 相川 香 

静岡で活躍するマジシャンがカードマジックを細
かく教えます。プチショーは驚きの連続！ 

定員 5名 

今
こ
そ
自
己
投
資
！
資
格
・認
定
講
座 ←「マツコの知らない世界」

出演講師が指導します！ 

 
色彩のプロが 

直接指導！ 

10/22 
スタート 

NEW 

正しい体の動かし方を覚えて 
運動能力 UP！ 

音楽クリエーターの世界を体験しよう！ 

姿勢を整え表現力も豊かに♪ 考える力・集中力を育てる 

(水)・（金） 

クラス有り 

※今期は 5回 

マヤ暦 【30分個人鑑定】 

 

あなたが選んで生まれてきた日の宿命とは 11/28（日）12：00～17：00 
受講料：4,290円  マヤンレメディスト 大空香凛 


