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2022年春 最新号 
〒427-0022 
島田市本通 3-6-1 歩歩路２Ｆ 

検索 

ワタシのためだけのステキな 90分！ 

メイクに自信がなくなってきた

大人の女性に、プロのメイクア

ップアーティストが長所を生か

した若々しく健康的に見えるメ

イクをご提案。 

お手持ちの道具でできるメイ

クのコツを指導します。 

 

Craft Salon poetry 主宰 渡辺 詩歌 

みんなに褒められるアクセサリー 

友達にも自慢できるキラキラアクセサリーを
3 回で 3 作品作ります！高級クリスタルスト
ーンで大人の魅力アップ！ 

第 3（土）18：00～20：00 
体験日：3/19，4/16，5/21  
体験料：2,530円 教材費：実費（2,500～3，000円程度） 

 (一社)ユニバーサルデザイナースﾞ協会 
代表理事長井睦美監修  

渡邊 美智子 

3回で完成！憧れのカゴバッグ 

珍しいグリーンに会えるかも！ 
 

第 2（日）14：30～16：00  
4/10，5/8，6/12 
受講料：6,600円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：実費（毎回 3,500円程度） 

 グリーンショップ「ANTIDOTE」 スタッフ陣 
 

4/24 
スタート 

NEW 
期間限定 

ビューティーサロン Toahスタイル主宰 徳差 あつこ 

真木雅子ラタンアートスクール講師 南雲 葉子 

季節を問わず使える自然

素材のカゴバッグを 3回

で作ります。使い込むほ

どに味わいが増す、ステ

キなバッグが出来上がり

ます♪ 

①3/26（土）13：00～17：00 
②5/22（日）13：00～17：00 
①②共通  受講料：8,030円   教材費：3,300円 

（テキスト・NPO日本ボディスタイリスト協会認定校 Luxia発行修了証込） 

 

 

癒しの技術を 1 日で習得！

ご自身の健康はもちろん、ご

家族に、お仕事や介護・ボラ

ンティアにと幅広く活用でき

る知識です。 
 
 
 

 

日本ボディスタイリスト協会認定校 Luxia主宰 澤脇 雅乃 

4/10 
スタート 

NEW 

4/23 
スタート 

NEW 

4/12 
スタート 

NEW 

4/19 
スタート 

NEW 

4/9 
スタート 

NEW 
4/13 
スタート 

NEW 

0547-37-1941 

4/14 
スタート 

NEW 

ＷＥＢ申込みは 24時間受付中！ 

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  
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。 

罪悪感なく美味しくいただきましょう♪ 

砂糖を減らしているとは思えないほど大満足！のスイーツ 

づくりのコツを、実際に作りながら学びましょう。 

お菓子作り初心者も大歓迎！一人一人作るので、安心のレッスンです。 

◆メニュー◆ 
4/23：フルーツ大福 
5/28：どら焼き 
6/25：レアチーズケーキ 
 

第 4（土）10：00～12：00  
受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：4,950円（資料・材料代） 

 
自然派素材ナチュリン主宰 ひらばやし むつみ 
 

みんなと一緒に食べられるよ♪ 乳・卵・小麦は使いません！ 

アレルギー対応かんたんおやつマイスター  藤田 綾 

 

米粉で作ったシー
トケーキの上に豆
腐で作ったクリー
ムとお好みのフル
ーツをたっぷりの
せ、アレルギーフ
リーの美味しいケ
ーキを作ります。 
 

3/19（土）13：00～15：00  
受講料：4，730円(レシピ・材料代込み) 

 

◆メニュー◆ 

5/7：米粉のパンケーキ 

6/4：たまごなしプリン 

7/2：スペルト小麦のマフィン 

 

乳・卵を使わないお菓子作り 3回コース。 
アレルギーがあっても食べられる美味しいおやつ
を、手に入れやすい材料で作ります。 
 

第 1（土）13：00～15：00 
受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：3,300円（資料・材料代） 

 

4/16 
スタート 

NEW 
期間限定 

4/10 
スタート 

NEW 
期間限定 

5/31 
スタート 

NEW 
期間限定 

5/11 
スタート 

NEW 
期間限定 

4/22 
スタート 

NEW 
期間限定 

第 4（日）10：30～15：30 
4/24，5/22，6/19 
受講料：13,860円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：実費（6,000円程度） 

 

コミュニケーション力を高め人間関係アップ 毎日キレイな指先で気分も UP！ 薬に頼らず免疫力アップ！ 

第 1・3（火）19：00～20：20 
5/31，6/7・21，7/5・19 
受講料：16,500円(3 ヵ月全 5回) 

教材費：1,320円（3ヵ月資料代） 

 

第 3（火）18：30～20：00 
4/19，5/17，6/21 
受講料：9,900円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：実費 ※別途道具代あり 

 

第 2（土）13：00～14：10 
受講料：6,600円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：3,465円（資料・お茶・試食代） 

第 2（水）10：30～12：00 
4/13，5/11，6/8 
受講料：8,910円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：825円（3ヵ月） 

第 2（火）10：00～14：30 
4/12，5/10，6/14 
受講料：9,240円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：4,950円（材料代） 

第 3（土）13：00～14：30 
受講料：8,250円(3 ヵ月 3回分) 

教材費：実費（1作品 2,000～2,500円） 

 

第 2・4（木）10：00～12：00 
受講料：13,200円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費（1回 2,800円程度）  

※初回のみ別途テキスト代 6,050円 

 

4/24（日） 
10：00～15：00 
（うち昼休憩 1時間） 

受講料：13,860円（教材費込み） 

 

第 4（金）10:00～11:30 
4/22，5/27，6/24 
受講料：6,930円(3 ヵ月全 3回) 

 

第 2・4（水）19：00～20：30 
5/11・25，6/8・22，7/13・27，8/24・31 

受講料：23,760円(4ヵ月全 8回) 

教材費：実費（テキスト代 4,000円程度） 

 

4/16：ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾛｰﾁ 
5/21：ｴﾀﾆﾃｨﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 
6/18：ﾎﾞﾘｭｰﾑﾘﾝｸﾞ 
 

 

再生紙でできたカラフ

ルなクラフトバンドで、

北欧テイストのバスケッ

トを作りましょう！赤・

青・ナチュラルから1色

選べます！ 

 
4/1，4/15，5/6，5/20のいずれか1日 
①10:30～12:30 ②13:30～15:30 

※日にちと時間をそれぞれお選びください 

受講料：2,530円  教材費：実費（700円） 

 
クラフトバンドエコロジー協会認定講師 滝下 祥子 

自然を「学んで」「作って」「いただく」 

第 2（日）10：30～12：30 
受講料：8,250円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：3,300円（材料・試食ごはん代） 

和ハーブインストラクター ゆるリラ 祐子 
 

島田・鍋島地区にある古民家で自然を学びつつ美味しい恵みをいただ
きましょう。周辺で収穫した季節の野草や植物でごはんのお供を 1品
作った後は、かまどで炊いたとびきり美味しいごはんと一緒に召し上が
れ！ゆったり流れる時間も楽しみです！ 
 

◆メニュー◆ 

4/10：和ハーブソルト 

5/8：和ハーブビネガー 

6/12：山椒ふりかけ 

 
現地集合･解散 
P あり 
 
 

欧風花インスティチュート講師 原 恵美子 
 

お花のある生活はじめましょう🌸 

15～20分の施術が可能に！ 1日でカラーの事がわかる！ 

ワントゥーカラー代表    小島 真代 

中国伝統医薬学研究会主宰 静岡県立大非常勤講師  王 元武 

 

漢方医学の基礎理論と

しての「陰陽・五行」で

身体のしくみを学び、

免疫力を高め、気の巡

りをよくする方法など

を学びます。毎回国際

薬膳食育士が作る薬膳

の試食付き。 ※料理協力：ナチュリン 

カラーコーディネートの知識とパーソナルカ

ラーの基礎を色彩学で学ぶ事で、自分だけ

でなくお友達やご家族のカラー診断ができ

るようになります。 

実生活ですぐに役立つ、 

実践的な講座です。 
 
 

お家で過ごすことが多く

なった今、お花を飾って明

るく居心地よい時間を過

ごしましょう。生花を使っ

て、アレンジの仕方を基礎

から学びます。 
※資格取得も対応いたします。 

東京、銀座店もオープ

ンした大人気店がお送

りする植物を楽しむ講

座。プロが厳選した観

葉植物の植替えやドラ

イフラワーのリース作り

などを楽しみながら、 

グリーンの基本的な管理方法を学びます。 

2022年春☆ 
カルチャーも新学期です！ 

お申し込み・お問い合わせ 
≪月～土≫9時 30分～19時  

（日）は第 2・4週のみ（15時まで） 

 

静岡朝日テレビカルチャー 

☎ 

ユニネイル  オーナーネイリスト 玉村 絵里 

 

きちんと付ければ 3～

4 週間キレイを保てる

ジェルネイル。自分でで

きる方法をレッスンし

ます。美大卒のネイリス

トがネイルアートもレク

チャー。 

メディアに何度も取り上げられた 

有名講師がお教えします！ 

日本の精進料理界を牽引す

る小金山先生から直接学べ

るプレミアム講座。 

手間暇かけた料理は、素材

の味を生かし上品でヘルシ

ーです。和食の基本も学べ

ます。 

可睡斎典座老師 水月庵主人  小金山 泰玄 

 

現地集合･解散 
P あり 
 
 

会場：「ゆるリラ古民家」島田市身成 

会場：「水月庵」藤枝市瀬古 

人材育成に必要なコーチ

ングスキル(傾聴・承認・質

問・フィードバック)を学

び、相手の持っている潜

在能力を引き出す方法を

身に着けます。 

(一財)生涯学習開発財団認定プロフェショナルコーチ  長谷川 吉廣 

 

一人でも生きていけるように備える 

｢老後なんてまだまだ

先｣と思っているあな

たにおくる講座。 

一人になっても困ら

ず人生を歩むために

必要な情報を、講師

の経験に基づきお教

えします。 
 

外資系金融機関   天野 多美子 

 

元静岡朝日テレビアナウンサー  大長 克哉 

 

音 読 は 、 大 脳 の 約

70％以上の神経細胞

を活性化させると言わ

れ、脳の老化防止にも

おススメです。発声練

習には固まっていた顔

の筋肉をほぐす効果も

あり、アンチエイジング

効果も期待できます！ 

元アナウンサーと楽しくレッスン 

お店に並ぶ花やお庭

の花などを加工し、

プリザーブドフラワ

ーを作ります。加工

の仕方からアレンジ

まで楽しみながらレ

ッスンできます。 

 

4/2（土） 
①13：00～14：30 ②14:45～16:15 
【各 90分個別指導】 

受講料：15,180円 

 

5/7 
スタート 

NEW 

9/11の試験合格を目指します 

3 級ファイナンシャル

プランニング技能士

資格取得に向け、不

動産・税金・投資・年

金・保険・相続の 6 分

野の基礎知識をお教

えします。 

定員 6名 
定員 8名 

定員 各 6名 定員 12名 

外資系金融機関   竹本 圭 

 

修了証付き！ 

カリキュラム 

はＨＰに掲載 

限定 2名 

® 


