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※チラシ有効期限 ３／１～５／２２ 

 

1日講座は「入会不要」で入会金はかかりません。受講料・教材費の他に維持費が 110円かかります。 

新型コロナウイルス感染予防対策に細心の 
注意を払って運営しております。 

サイズ約 30㎝×30㎝ 

3 月 4 月 

 

〒420-8508 静岡市葵区鷹匠 1-1-1 新静岡セノバ 5F 
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大人気グルーデコ講座の 1 日

体験講座。高級クリスタルの

ストーンを使ってシックなネ
ックレスに仕上げます♪ 

普段着でもさりげなく・素敵に輝く♪ 

3/13（日） 10:00～11:30 

受講料 3,080円 

教材費 実費 2,000円程度 

Claft Salon Poetry 主宰／渡辺 詩歌 

定員 6名 

申込締切 3／11 

サイズ:約 3.3cm(縦)  
カラー:シルバー 
デコ部分は好きなカラ
ーでお作り頂けます。 

★「グルーデコジュエリー講座」第 4(水)・

第 4(土)開講中。詳しくは HPへ！ 

・簡単な と 付      
・写真のデータは 2 週間後お渡し 

・衣装の持込可（着物の着付けは不可）      

3/29（火）12:30～／14:30～／15:45～ 各 90分 

受講料 22,000円 (撮影、メイク、データ CD、L判写真 1枚込) 

 

陶芸家＆古民家カフェ

オーナーとして活躍す
る夫婦が、身体に優しい

ランチでおもてなし。今

回は、アボカドロースト
ビーフ丼♪陶芸につい

ても学べます。 

陶芸家 cafe なまづや／清水邦夫・知子 

3/29（火）11：00～13：00  
受講料 2,750円 

教材費 1,870円(食事代込) 

９０分個人 

もう一度自分の顔を好きになろう♡ 

オトナ女性のための 

徳差あつこ／ Toah ｽﾀｲﾙ主宰、美容専門学校講師 

一人一人のお顔をプロの視点で分析し、長所を生

かしたメイクをご提案。自己流メイクを脱して新
しい自分に大変身！を楽しみましょう。 

 

3/26（土）  

①13：00～14:30 

②14：45～16:15 

受講料 15,180円   

自分に似合う化粧品の選び

方もアドバイスします。 

 

骨格スタイル診断 
スタイルを良く魅せる
洋服の形・デザイン等を

知って、若々しく魅力的

に変身！失敗服が減り
おしゃれがラクに楽し

めるようになります！ 

 3/27（日） 【90分個人】 

①10:00 ②11:00 ③13:00 ④14:00 

受講料 7,480円  

パーソナルカラーアナリスト・骨格スタイルアドバイザー 石田律子 

 

旬の食材で春の訪れをよろこびましょう♪ 

写経と精進料理の会  
前半は写経で心静

かに自らと向き合
う時間、昼食には季

節の精進懐石をお

召し上がりいただ
きます。 

 
3/27（日）10:30～13:00 

受講料 6,380円(教材、昼食代込み) 

持ち物：筆ペン 

東光寺副住職 横山友宏／ 全福寺住職・精進料理「とどろき」 轟義敬 

プラナカンビーズの 
ペンダントヘッドを作ろう  
シンガポール・マレーシア

発祥のビーズ刺しゅう。現
地で学んだ講師が指導。心

を無にして一粒ずつ刺して

いきます♪デザイン当日選択 

 ①4/7（木） ②6/2（木） 
10:00～13:00 
受講料 3,300円 

教材費 実費 1,000円 

 プラナカンビーズ刺しゅう・ビーズワーク  下山田 幸子  

春を味わう薬膳レシピ  
本場中国漢方医×国

際薬膳食育師のダブ

ル講師でお伝えしま
す。講義＆旬の食材

を使った薬膳ランチ

をお楽しみ下さい。 

中国伝統医薬学研究会主宰  王 元武／国際薬膳食育師 平林 睦美 

 

（土）カービング講座の体験レッスン 

月 1 回（土）クラスの 1

日体験講座。フレッシ
ュなりんごにナイフ 1

本で彫刻します。ひと

手間を加えた特別なプ
レゼントにオススメ！ 

 

フルーツカービング 

サン・フルーツ もちづき 望月 裕子 

4/2（土）12:30～13:40 

受講料 5,170円 

（資料、食事代込） 

 

 

 

プロのメイクアップア
ーティストとカメラマ
ンがセノバに出張撮
影！お気に入りの普段
着で気軽に参加できま
す。 
 

好評につき、アンコール開催決定！ 

古地図で歴史探訪  

江戸風俗研究家として、東京都内のカルチャーセ

ンターでも活躍する講師の人気企画を静岡で！
江戸時代の古地図から、当時の人々の暮らしぶり

に思いを馳せてみませんか。 

 
 

 

NPO法人 美術研究センター理事／江戸風俗研究者 藤浦 正行 

 

江戸城下町編 

第 2（土）10:00～12:00 「東海道仏像史」講座 好評開講中 

①3/26（土） ②4/23（土） 

13:30～15:30 

受講料 4,180円（教材、レンタルナイフ代込）   

通常講座は第 4（土）１３：30～15：30好評開講中 

 

 

4/9（土）13:00～15:00 

受講料 3,190円 教材費 220円 

 

 

メイクアップ＆フォトスタジオ フリーズモーション／宇佐美 統也・中村 千夏 

 

定員 3名 

申込締切：3 日前まで 

 

「医食同源」の考え方を学び実践！ 

「食と漢方」講座 

5/7（土）スタート 

詳しくは HPへ！ 

春のしあわせ薬膳ランチ 

 

4/24（日）13:30～15:30 

受講料 2,970円  

教材費 2,530円(レシピ、食事代込) 
 

第 3（金）に開講している薬膳

講座発の1日講座。薬膳ランチ
を食べて、冬にため込んだ毒

素をスッキリ排出しましょう。

【メニュー4～5品、薬膳茶】 

「しあわせ薬膳いただきます」 

第 3(金)開講中。詳細は HPへ！ 



 

●維持費について：通常講座は月額３３０円、1 日講座は 1 回１１０円の維持費がかかります。 

●一日講座は入会不要。本講座は入会金大人 3,300 円 中学生以下 1,650 円かかります。 

●申し込み方法：ホームページからご予約が可能です 

ご予約後コンビニ支払いの払込票を郵送しますので、事前にお近くのコンビニでお支払い下さい 

ホームページの他 静岡スクール窓口又は電話でもご予約を承ります。 

電話受付時間：月～土 10:00～20:00 

●申し込み期限：講座ごとに異なります。開催日 3 日以内の場合には、一度お電話でご連絡下さい 

お申し込み・お問い合わせ 

☎ 

 

〒420-8508 静岡市葵区鷹匠 1-1-1 新静岡セノバ 5F 

3/12（土） 

10:00～17:10【7枠】 

受講料 4,730円 教材費 2,200円 

ホロスコープ(天体図)であ

なたの運勢を読み解きま

す。星が導いてくれるメッ

セージを元に、個別にブレ

ンドした天然 100％精油あ

なただけのアロマ香水をペ

ンダントに入れてお渡し！ 

西洋占星術鑑定＆ 
お守りアロマ香水ペンダント 
 

ＬＩＮＥからも 
申込み OK！ 

 

鑑定士、(一社)日本アロマパルファンヌ協会認定アロマパルファニスト／松下 美里 

 

生年月日から、あなたが持って生
まれた才能や可能性を知り、生き

やすくなるヒントをアドバイス。  

相性の良い神社もお伝えします。 

あなたの    

忘筌(bou sen)代表・四柱推命講座講師／鈴木 良孝 

【30分個人鑑定】 四柱推命で開運！ 

教えます 

守護天使があなたに伝えたい事・・・ 

 守護天使からのメッセージ 
 あなただけを一生見守る天使からのメッセージをお届けし

ます。オーラリーディング、過

去世リーディングなど他メニ
ュー多数。詳細は HPへ。 

シータヒーラー・Agnos Armony ／RITA 

 

 

ヒーリングタロット 
マンダラタロットの他、オラクル（神託）カー

ド、かぎろひカード等を使って、個々のお悩み

に寄り添いながら個人鑑定＆カウンセリング。 

五感ナビゲーター／Kaorin 

本来のあなたに戻るお手伝いをします 

3/20(日) 

各 10:00～１７：００【10枠】 

受講料 ４，73０円 

星が導く★ 

神社  

3/5(土) 

11:00～１8：００【10枠】 

受講料 ４,73０円 

①3/4 ②3/18 ③4/1 ④4/15 
いずれも（金） 16:00/16:40/17：20/18：00 

受講料 4,730円     

 

定員 8名 

【30分個人鑑定】 

4/17（日）10:00～15:00 昼休憩 1H 

お仕事の他、普段のリラックス
タイムにお役立て下さい。毎月

第 3(日)に全 5 コースの実技

セミナーを順番に開講中。 

NPO 日本ボディスタイリスト協会認定校 Luxia 主宰／澤脇 雅乃 

受講料 8,030円 教材費 3,300円(修了証代込) 

修了証付の 1日完結講座 

トリートメント実技セミナー 
3/20（日）10:00～15:00 昼休憩 1H 

 

ヘッドスパトリートメント 

実技セミナー 

054-251-4141 

 【45分個人鑑定】 

3/20（日）10:00～12:00 

受講料 4,290円 教材費 220円 

15 年以上現役で活動する

「声のプロ」による、楽

しい声優体験レッスン。

レッスンを通じてその人

の声の良さを引き出し、

アドバイスします♪ 

 

現役のプロ声優が教えます！ 

声優 1日体験 

定員 8名 

対象：中学 2年以上 

【３０分個人鑑定】 

岩久本店 葵タワー店 店主／渡会 智人 

初心者対象に特別に体

験会をご用意！講師が

丁寧に指導します。 

講師特製の天ぷらと一緒

に打ち立てのそばをその

場でお召し上がりいただ

けます。 

体験 
できます 

※自分で打った蕎麦

2食分はお持ち帰り 

申込締切 4/4 

 

Wガーゼのハンカチに 
ミモザの 

ワンポイント刺しゅう 
月 1 回（日）の刺しゅう時
間を楽しんでみません

か。今回の体験会では春

らしいミモザの刺繍でガ
ーゼのハンカチに仕上げ

ます。 

 

4/10（日）10:00～12:00 
受講料 2,750円 教材費 660円 

持ち物はホームページをチェック！ 

初心者向けのバルーンアート教室 

かわいい♪ 

バルーンアートを作ろう 
カラフルな風船を使って、お花
や動物などの小物の作品作り

を楽しみましょう。 

①3/24（木）  ②4/28（木） 
10:00～11:30 

受講料 3,740円（教材費込）   

通常講座は第 4（木）10：00～11：30好評開講中 

バルーンアーティスト  ゆっぴー 

①4/12（火）  ②6/14（火） 

9:30～12：００ 

受講料 ４,84０円（教材費込） 

第 2（火）９：３０～12:00 「蕎麦打ち道場 」講座 好評開講中 

 

 

 

岩久特製の天ぷらと蕎麦が味わえる贅沢講座 

刺しゅう作家／ jun 

声優  難波 りょう 

 

敏感肌の方が安心して使える石けん作り 

薬剤師 石けん屋さん OLIVER／アズッサ 

薬剤師が教える石けん作

りの人気シリーズ。今回
はハーブを使用。カレン

デュラの成分がお肌の自

然治癒力を引き出しま
す。おしゃれな見た目も

魅力♪合成界面活性剤不

使用 

4/24（日）10：00～12:00 

的中率の高さと明るい鑑定で大人気です 

幸せコーディネーター（手相・タロット・算命鑑定士） 

みやき みえこ 

 

開運!手相＆タロット占い 
「みやき先生のアドバイスを
聞くと幸せな気持ちになれ

る」とリピーターも多い大人

気の 1 日講座。四柱推命な
ど、ご相談内容に合った占術

でアドバイスします。 

4/17（日）9:25～17:30 

【30分個人鑑定】 

 

Polaris 代表 サイキックメッセンジャー／Ｒｅｎｊｕｎ 

今の状況から抜け出せない
あなたに、必要なメッセー

ジをお伝えします。亡くな

られた大切な方（ペットも
可）と繋がることもできま

す。詳細はＨＰへ。 

4/24（日）10:00～16:50 

【25分個人】 

４～５個分の石けんを 

お持ち帰り頂きます 

週末の趣味をスタートしてみませんか 

土曜のタップダンス  
数々のステージを経験する現役タップダンサ

ーが愛知から来静！年齢の幅も広く、初心者～

経験者まで楽しめるレッスンです。レッスン開
始前の 30 分をお試し体験！ 

 

タップダンサー サカイダコージ 

 

 

3／26（土） 
12:30～13:00 
特別体験料 500円   

通常講座は毎週（土） 

１３：００～１４：００好評開講中 

 

 

申込締切 

各日 3 日前 
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