
 

 

  

 

 

●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 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。●このチラシの価格は全て税込です。 

 

受 講 の  

ご 案 内  

054-251-4141 

〒420-8508 
静岡市葵区鷹匠 1-1-1 新静岡セノバ 5F 

朝日テレビカルチャー 検索 

2021年秋号 

教室に用意されたこだわりのラ

ンチ定食をいただきながら、食材

の活用法やレシピ等、座学形式で
学びます。楽しいトークでファン

の多い講座。※残席わずか 

料理家、発酵マイスター 山崎 登巳子 

受講料:5,720円(全 2回)教材費 3,300円  

好きな植物や花の模写
をします。全く初心者で

も家に飾れる素敵な絵

が描けるようになる人
気クラス！ 

画家,武蔵野美術大卒 酒井 つよし 

受講料：13,200円（3ヵ月 6回分） 教材費：660円（3ヵ月） 

初回道具代:3,500円程度 

PBR HandWorkキャッチパステル代表 下條 画美 

定員 

10名 

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。 
 

 

®

体験日:9/22・10/13・10/27 体験料:2,860円 

画家 滝 茂治 

受講料：①21,120円②22,440円（3ヵ月 12回分） 

初回道具代:10,000円程度 

見学日:毎週土曜いつでもどうぞ！見学は無料 

初心者の方に、基本の

描き方からじっくり教

えます！ 

受講料：8,250円（3ヵ月 3回分） 

教材費：1作品 円程度  

初回道具代:6,500円程度 

秋 新講座が 

盛

Colorful time 主宰 中村 宏美 

長引くマスク生活で、顔のたるみが

気になる方に向けての緊急企画！
「声・口元・目元」等、オリジナルのト

レーニング方法を習得して、だれも

が羨む輝く笑顔を目指しましょう 

受講料：9,900円（3ヵ月全 3回） 
教材費：1,760円（3ヵ月） 

Ⓜ

10/17事前体験会 

体験料：3,630円 

 

学校のチョークではな

く、オイルパステルを

使い、こすっても消え

ない加工をします。指

でぼかしてグラデーシ

ョンを作る手作業でし

か出せない質感が魅

力！アート初挑戦の大

人の方も楽しめます。 

10/2 初回体験 OK！ 

体験料:3,750円(教材費込) 

体
験
作
品
↑ 

暦 camera講師陣 伊藤 記久子 他 

受講料：16,500円（3ヵ月全 6回） 教材費：990円（3ヵ月） 

オート撮影を卒業して、ワンラ

ンク上のマニュアル撮影の楽し

さを体験しましょう。初心者の

方にも丁寧にフォローします。 

カメラ操作、設定、撮影の構

図、光の調整等 

ミラーレス可 

岩ヶ谷 由佳 

受講料：13,200円  音楽著作権料：132円

フラメンコを習っている人なら必ず
踊れるようになりたい、スペインのお
祭りの曲「セビジャーナス」をきちん
と踊れるように基礎からゆっくり学
びます。定員 6名の少人数制クラス。 

事前体験会：9/26（日） 体験料：2,530 円 

加藤 順子 

事前体験会：9/30,10/7(木) 体験料：2,530円手ぶらでOK 

受講料：13,200円（3ヵ月 6回分） 

初回テキスト代実費 音楽著作権料 132円(3ヵ月) 

1人 1台のキーボードを使用！
指番号を見て弾くので、楽譜が

読めない方でもすぐに演奏を楽

しめます！脳トレ効果も◎！ 

今野 登志夫 

受講料：19,800円（3ヵ月全 6回） 
教材費：初回教材費:約 4,000円（実費） 

陶芸家の講師が指導。プロ

の技術を学び、自分の手で

修復してみませんか？ 

受講料：19,800円（5ヵ月全 5回） 
教材費：660円(5ヵ月) 音楽著作権料：110円(5ヵ月) 

声優、ラジオパーソナリティー 難波 りょう 

事前体験会：10/31(日) 体験料：4,510 円 
基礎発声練習＆セリフ体験 

経歴 15 年以上の現役声優
から、人を惹き付ける「声」の

出し方を学べるチャンス！ 

【対象】中学 2年～大人 
初心者～プロ志望の方まで 

【内容】基礎発声、
滑舌練習、感情表
現、アドリブ、ナレ
ーション読み等。 

作曲家・レコーディングエンジニア 二重 慎司 

事前説明会 10/28(木)19：00～20：00参加無料 

受講料：33,000円(3ヵ月全 6回) 

教材費：990円(3ヵ月) 音楽著作権料：132円(3ヵ月) 

県内屈指の現役プロ作曲家が、

音楽制作の基本を指導！機械
やパソコンが苦手な方も触れ

ながら覚えましょう。 

受講料:13,200円(4ヵ月全 6回) 教材費:1,320円(3ヵ月) 

廣瀬 信明 

あの時よくわからなかった「微分積
分」にトライ！数々の受験生を有名大
学に送り出してきた数学塾講師が、
「微積のおもしろさ」を教えます。初
歩から教えるので、公式を全く忘れ
てしまっていても大丈夫！ 

MERSYSストリートけん玉スクール主宰 新明 秀之 

受講料：15,400円(3ヵ月 10回分) 

けん玉：実費（3,000円程度～）音楽著作権料：220円(3ヵ月) 

指先を使った連続技に挑

戦しながら、脳の発育・集

中力を養います。持ち方の

基本から指導します。 

事前体験会:10/12,19体験料：1,650円手ぶらOK 

【対象】年長～中学生 

Smile  Table。 主宰 高木 佐代子 

受講料：6,600円（3ヵ月 3回分） 教材費：6,930円（3ヵ月） 

見て楽しい♪食べて美
味しい！かわいいイラ

ストや季節の花などの

太巻き寿司を毎回２種
類作ります。 

運勢鑑定事務所 「忘筌（bousen）」代表 鈴木 良孝 

受講料：16,500円（3ヵ月全 6回）  

教材費：3,630円 

テキスト『精解 吉祥万年暦』（東洋書院 3,080円） 

四柱推命の他、風水や手相等も学べ
ます。運気を高める行動を一つずつ実
践して自分の可能性を広げましょう。 

 

K-POP 

アイドル 

大好き！ 

陶芸入門 

15：00/18：30 

好評開講中！ 

※ご自身のPCをご用意いただきます 

奥山 紀之 

 

受講料：各回 3,300円(教材費込み) 

相手に感謝の気持ちを伝え
る、「笑い文字」の入門講

座。字や絵が苦手な方もニ

コニコ笑顔になれる趣味を
始めましょう！ 

「笑い文字」定期講座 
第 2・4（金） 
13：30～15：00 
10/8スタート 

和菓子「白木屋」店主 大石 清 

受講料:8,250円(3ヵ月全 3回) 教材費:4,950円（3ヵ月） 

創業 87年の老舗
の技と味をお楽しみ
いただきます。作っ
た和菓子は持ち帰
りも可。ご自宅でも
作れるレシピ付き！ 

■カリキュラム■ 途中入会OK 

10/21:きみしぐれ、栗きんとん 

11/18:味噌まんじゅう、酒まんじゅう 

12/16:練り切り 定員 

8名 

手軽で美味しい！発酵調味料作りと、講師に
よるデモンストレーションで調味料を使った
レシピを学び、絶品ランチを楽しみます。 

サロン・じゅりん教室主宰、ローフードマイスター、発酵お料理教室 大石 和可代 

受講料：7,260円（3ヵ月全 3回） 教材費：8,250円（3ヵ月） 

■カリキュラム■ 途中入会OK 

10/25：水キムチ作り（炊き込みご飯他） 

11/22：甘酒で漬物作り（甘酒茶漬けと煮物他） 

12/27：塩麹作り（塩麹パエリア他） 

河津バガテル公園元公園長 山本 健生 

途中入会 OK

受講料：17,160円（6ヵ月全 6回） 

日本で数少ないバラの専門

家から直接指導が受けられ

る貴重な講座。豊富な経験を
活かした、本には載っていな

いテクニックを伝授します。 

10/22 初回体験 OK！体験料:2,200 円 

定員 

8名 

※今期は 5回 

9/24(金)19:00～20:30 1日講座「四柱推命で読み解く 
自分の運命（プチ個人鑑定書をプレゼント！）」 
体験料 2,530円※生年月日をお知らせ下さい 

韓国料理講師 金 昭映（キム ソヨン） 

王様や王妃のために作られた韓国宮廷

料理を通じて伝統やしきたりなどを学

びます。ドラマで見たワンシーンに思い

を馳せてみませんか。※調理実習あり 

受講料： 8,250円（3ヵ月全 3回） 教材費：7,590円（3ヵ月） 

■カリキュラム■ 途中入会OK 

10/23クジョルパン（九種類のおかず）他 

11/27ファチョン（季節の花を入れるお餅）他 

12/25チャプチェ他 定員 

8名 

 

受講料：33,000円(6ヵ月全 12回） 教材費：660円（6ヵ月） 

月 2回のレッスン、ファンが集

まるだけで絶対楽しい♪初心

者対象にイチから韓国語をわ
かりやすく教えます！4人以上で

開講（3名以下セミＰＶ料金切替） 
10/16初回体験OK 

体験料：3,135円 

韓国語講師 金 昭映（キム ソヨン） 

韓国語講師 田 貞美（ジョン チョンミ） 

受講料：33,000円(6ヵ月全 12回） 教材費：660円（6ヵ月） 

(日)の夕方を、趣味の時間にし
ませんか？字幕に頼らず意味

を理解できれば、今よりも感動

できること間違いなし！4人以

上で開講（3名以下セミＰＶ料金切替） 

体験料

2021.8.27改訂 

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ＨＰをご確認下さい。 

入会で始める 
月 月 

習い事 



 

 

11/17：イヤ リング(ﾋﾟｱｽ) 

12/15：ネックレス 

やさしい人間関係の心理学お正月まで毎月お部屋を飾る看護師（カウンセラー）が伝える健康とは！？山崎  

トートバッグ、サコッシュ

に続き第 3弾。大人女

子のための少しリッチな
素敵バッグ作り。 

受講料：13,860円（2ヵ月全 3回） 教材費：6,600円 

 

1日講座はHPから！ 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間限定 

山崎真奈美 

定員 6名 

受講料:14,520円(6ヵ月全 6回) 教材費:6,930円(6ヵ月) 

王 元武 

受講料：9,900円（2ヵ月全 4回） 

教材費：実費 11,000円程度 道具貸出あり(無料) 

岡本 喜代治 

定員 
3名 

基本的な技法を学びなが

ら、優しく灯るぬくもりのラ
ンプシェード（傘）を完成。当

日ガラスの色を選べます。

（2～6色程度） 

受講料：8,250円（3ヵ月全 3回） 

単発参加：3,300円（1回） 

教材費：実費（2,750円程度） 

森川 桂 

定員 3名 

単発参加もＯＫ！ 

 

受講料：8,250円（3カ月全 3回） 教材費：12,650円 

小杉山 かおる 

定員 6名 

天然石を使ってシックなネ

ックレス・ブレスレット・イヤ

リング（又はピアス）のセット

を作ります。 

受講料：6,600円(3ヵ月 3回分） 教材費：330円 

原 利代子 

定員 
8名 

書くことは、癒しの作業。 

生活の中のささやかな喜びや、そ

の瞬間の素直な気持ちを詩にす

ることで、心が軽くなります。素
敵な詩の鑑賞を通じて、詩を書く

ポイントを学びましょう。 

受講料：8，250円（3ヵ月 3回分） 教材費：1，320円 

石田 律子 

流行をうまく取り入れて、年齢を感じさ

せないテクニックを伝授します。 

11/21・12/19・1/16

 受講料：7,590円（3ヵ月全 3回） 初回教材費：1,485円 

根石 美紗妃 

年齢を重ねると起こりやすい

体の不調の原因・症状・影響な

ど、症状別に緩和するセルフ

ケア方法を看護師の視点から

わかりやすくお伝えします。 

受講料： 7,590円（3ヵ月 3回分） 

教材費： 2,145円 テキスト実費（4,300円程度） 

ゆるリラ祐子 

日本の土地に自生する四季折々の薬草、雑草を使

ってナチュラルコスメや調味料作りを楽しみます。 

受講料：7,260円（3カ月全 3回) 教材費：2,530円 

橋村 絵里 

定員 8名 

ツボや東洋医学の話も交えな

がら、「自宅で手軽にできるお

灸療法」をご案内します。 

受講料：16,500円(3ヵ月全 6回) 

教材費：660円  音楽著作権料：132円(3ヵ月) 

榊 亜紀子 

マスク生活による声や滑舌

の悩みを解消！リモートで
も相手にわかりやすく伝え

る「声」のトレーニングで、自

信＆印象アップ！ 

受講料：14,520円(3ヵ月 6回分) 音楽著作権料 132円  

秋田 弘隆 

ハワイ育ちのおしょうさんの

指導で思考をクリアーにし、

ストレス、不眠、冷えを解消。

自律神経の調整と癒しで心

身リフレッシュします。 

受講料：13,200円(3ヵ月全 6回)・教材費：792円 

島田 祐輔 

体の不調は、日常の「歩く・立
つ・座る」動作による歪みが

原因かも。「いい姿勢」を実践

形式で学び、無理せずゆっく
り改善していきましょう。 

受講料：9,900円（3ヵ月全 3回） 教材費：330円 

クレームが発生しやすいシチュエーション、

対応時の所作など、相手に寄り添った対応
のコツを習得し、サービスレベルの向上に

役立てましょう。 

受講料：53,350円（5ヵ月全 10回） 

初回教材費：10,300円 テキスト代：5,500円 

三浦 正人 

交流分析士は、自己への気づきを促し、職場・ 

学校・家庭でのストレス改善、コミュニケーション

能力の向上に役立ちます。 

受講料：11,550円 (3ヵ月全 5回) 

渡邊 希史 

初心者にもわかりやすい指
導が大好評！資産運用の考

え方・外貨・債券・株式・税制

の制度など、知っておきた
い基礎知識を学べます。 

受講料：23,760円（4ヵ月全 6回） 初回教材費：1,320円 

定員 
6名 

様々な場面で大切なのは「信頼関
係の構築」です。会話のきっかけや
繋げ方、人を育て、気持ちを上げる
方法など、コーチングのスペシャリ
ストが指導します。 

受講料：21,175円（4ヵ月全 7回） テキスト 2冊 3,520円実費 

村松 克彦 

定員 
8名 

不動産、税金、投資、年金、保険、

相続の 6つの分野の知識を広く

お伝えします。将来の資産形成に

必要な情報や知識が満載！ 

受講料:37,400円(6ヵ月全 17回) 

教材費:935円(6ヵ月) ※テキスト代別途（未定） 

バセラー サンドラ 

定員 
8名 

日本を愛し 、日本滞在歴

30年以上の実力派講師が

指導。同年代で、同じ趣味を

持つ仲間とのレッスン時間

を楽しみましょう。 

受講料：9,900円（3ヵ月全 3回） 教材費：330円(3ヵ月) 

会話の重要性を相手の心にしっかり届け

る。これには「コミュニケーションスキル」が

重要です。発声や話し方、所作や表情、相

手に伝える会話力を身に付けましょう。 受講料：6,600円(3カ月 3回分) 

教材費：実費（1回 2,000円～3,000円程度) 

長井 睦美 

プリザーブドフラワーの
加工技術を学べ、アレン

ジメントの技術も身につ

く欲張りな内容です。 期間限定 

期間限定 

期間限定 

期間限定 

定員 
5名 

講師オリジナルデザインのこだ
わりの小物 3作品を仕上げま

す。1作品だけの参加もＯＫ。 

栗田 満穂 徳差 あつこ 

原 佳乃 金 福姫(キム ポッキ) 

 

受講料：16,500円（3ヵ月 6回分） 音楽著作権料 132円(3ヵ月) 受講料：26,400円（3ヵ月 6回分） 教材費 ：330円（3カ月） 

中国の伝統医学に基づき、冷
え性、自律神経の乱れ、免疫

力アップ、食欲不振、更年期

など、女性特有の様々なお悩
みの方に寄り添います。 

楽譜が読めなくてもＯＫ♪ 
慣れてきたらグループレッスンへ編入も可  
グループレッスン第 1・3(木)10:00～ 新しい自分を見つけましょう！ 

合奏形式についていけるか不安とい
う方におすすめ♪フルートアンサンブ

ル②④(月)PMへステップアップも可

能。詳しくは HPへ 

ベテラン講師が丁寧に指導。読み書き、

発音、会話力 UP 等ご要望に合わせて

相談しながら進めます。※(月)夕方もあり 

日本語で文法を説明してほしい、英語のみでとに

かく会話したい、英検・TOEIC対策などご要望に
細かく対応します！ 

 

1日講座「ソワレサコッシュ 9/25(土)もあり 大人のための天然石ｱｸｾｻﾘｰ作り【入門】第 3（水）13：30～16：00好評開催中 パッチワーク＆ハワイアンキルト第1・3(木)10:00〜12:00好評開催中 

基本のブーケコースもあり 
第 2(木)13：30～15：30 10/14スタート 

特別 1日講座「骨格別似合うパンツを学ぶ」 
10/6（水）13：30～15：30 体験料：3,080円 

体験日：10/24,11/28,12/26体験料：3,575円（教材費込） 

体験日：9/26,10/10 体験料：2,750円 

体験日：9/16、10/7体験料：3,080円（楽器レンタル代込） 受講料：20,130円 

受講料：16,500円（3ヵ月 6回分） 楽器代：4,950円～ 

テキスト代実費 1,500円程度・音楽著作権料 132円(3ヵ月) 

体験日：9/27、10/11体験料：3,080円（楽器要持参） 体験日：10/8,22、11/12,26体験料：4,730円 

10/15初回体験 OK!4,400円 

10/15初回体験 OK! 体験料 2,200円 

期間限定 

説明会 10/16（土）10：00～11：00参加無料（要予約） 

体験会①10/18(月)②10/26(火)体験料：2,310円 事前体験会 10/27（水） 体験料:1,650円 

事前体験会 10/17(日) 体験料：3,520円 事前体験会 10/17(日) 体験料：3,520円 

10月：多目的ポーチ 

11月：ネックウォーマー 

12・1・2月：マシカクバッグ 

田形 典子 

事前体験会 9/24体験料:2,640円手ぶら OK 

期間限定 

期間限定 

期間限定 期間限定 

期間限定 期間限定 

10月：ハロウィンリース 
11月：Xmasツリー 
12月：お正月のアレンジ 

10/27：ワイドパンツのコーディネイト 

11/24：友達とのランチファッション 

12/21：スタイルよく見える写真の撮られ方 

★毎回薬膳料理 1品試食お持ち帰り付き 

①本田 久美子 ②③久保田 博章 

    ④阿南 博通 ⑤横堀 恵 

 

期間限定 

期間限定 

受講料:39,600円(3ヵ月 9回分)※今期は 8回 

期間限定 期間限定 

長谷川 吉廣 

 
期間限定 

岩倉 麻理子 

 

期間限定 

体験日:9/18、10/16、11/20 
体験料：2,530円 教材費:実費(2,500円) 

シックフリック 

①田中亜希子 ②中野恵子 

③④漆畑江里 ⑤下島由紀 

 

10/24：和ハーブマッサージオイル作り 

11/28：和ハーブポタージュ作り 

12/26：和ハーブお屠蘇作りと温湿布作り 

入会不要 入会不要 

入会不要 

入会不要 

待望の新規コースがスタート。レ

ザーの持ち手がアクセントになっ

た、おしゃれなオープンバスケッ
トを作ります！※定員 4名 

村松 美幸 

期間限定 

体験会 10/10（日）13：00～14：00 体験料：3,080円 

開催日時 ご案内可能時間 講師 体験日

①第2･4(火) 10:30 田中 9/28、10/12、10/26

②第1･3(水) 14:30／15:00 中野 9/15、10/6、10/20

③第2･4(水) 15:30 9/22、9/29、10/13

④第1･3(土) 11:30 9/18、10/2、10/16

⑤第2･4(日) 10:00／11:30／12:30 下嶋 9/26、10/10、10/24

漆畑

途中入会可 

受講料：12,100円（5カ月全 5回） 教材費：16,313円 

 

受講料：29,700円（6カ月全 6回） 

教材費：36，850円（教材費一式、道具・工具・木型レンタル代込） 

定員 
6名 

途中入会 

OK 

途中入会可 

途中入会 OK 

10/21まで入会可 


