
 

  

 

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

検索 

投資のイロハを学ぼう 

資産運用を楽しむには、 

投資のしくみを知ることが 

大切です。必要な金融知識 

と情報を金融の専門家が 

お教えします。 

東明学院  副学院長  姥（うば） 利枝 

人生を楽しく生きるためのヒント 

手相は人生の羅針盤。手
のひらから性格・才能な
どを読み取ることができ
ます。本やネットからは得
られない知識を交えなが
ら、実生活に役立つ手相
の見方を解説します。 

珍しいグリーンに会えるかも！ 
 

第 2（日）14：30～16：00  

7/10，8/7，9/11 
受講料：6,600円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：実費（毎回 3,500円） 

 グリーンショップ「ANTIDOTE」 スタッフ 
 

7/12 
スタート 

NEW 
期間限定 

ストラテジスト   渡邊 希史 
 

全くの初心者から
経験者まで、個々の
レベルに合わせて丁
寧に指導します。 
スコアアップしたい
方にもおススメ！ 
 
 

 

 

7/22 
スタート 

NEW 

7/15 
スタート 

NEW 

7/9 
スタート 

NEW 

0547-37-1941 

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。 

軽くてエコなのにとってもおしゃれ♡ 

 

第 1・3（金）①10：30～12：30 

         ②13：30～15：30 

7/15・8/5・8/19 

受講料：7,260円(2 ヵ月全 3回) 

教材費：実費（2,800円程度） 

 

直筆の便りで思いを伝えよう 

日本絵手紙協会認定講師  甲斐 節子 

 

「絽刺し」とは、刺しゅう用
の絽布に細かい刺しゅう
を施す、日本の伝統的な
手仕事。3 色の絹糸で亀
甲柄を刺して 3 回で仕上
げます。 

 第 4（火）10：00～15：00 

7/26・8/23・9/27 
受講料：9,900円(3 ヵ月全 3回) 

教材費：6,380円（額他材料一式） 

 

7/22 
スタート 

NEW 
期間限定 

7/10 
スタート 

NEW 
期間限定 

7  
スタート 

NEW 
期間限定 

夏に映えるキラキラアクセサリー 自分だけのお気に入りで気分アップ 「和紙ちぎり絵」講座発 

7/30（土）13：00～14：30 
受講料：3,080円 

教材費：実費（2,000円） 

 

8/8（月） 
①10：30～12：00 

②13：00～14：30 
受講料：4,620円(教材費込み) 

教材費：実費 ※別途道具代あり 

 

①7/27②8/24(水) 
①②共通 10：00～12：00 
受講料：3,410円(教材費込み) 

7/26（火）13：30～15：30 
受講料：3,410円(教材費込み) 

第 2（火）10：00～14：30 
7/12，9/13 
受講料：6,160円(2 ヵ月全 2回) 

教材費：3,300円（材料代） 

第 4（金）13：30～15：00 

受講料：15,180円(6 ヵ月全 6回分) 

教材費：3,520円（テキスト代） 

 

①7/10（日）②9/11（日） 

①②共通 15：00～17：30 
受講料：11,550円 

※別途保険の加入が必要です 

 

8/4（木）19：00～20：30 
受講料：5,390円(教材費込み) 

 

7/23（土）10：00～17：00 
（うち昼休憩 1時間） 

受講料：17,600円 

教材費：7,100（テキスト・認定料代） 

 

ちいさなシャトルを使

って糸を結んでいく、イ

ギリスの伝統手芸でキ

ュートなチャームを作り

ましょう。 

 

 

独特の立体感が魅力的なアート 

 

第 2・4（金）10：00～12：30 
受講料：14,520円(3 ヵ月 6回分) 

教材費：実費（1作品 3,000円～） 

シャドーボックス作家    遥 のぶ 
 

シャドーボックスとは、切り抜いた絵や写真を何層にも重ねて作る 

アート。普通の絵よりも立体感があるため、不思議な魅力でお部屋 

を飾ります。事前体験会では、キュートなうさぎ

の額を作ります。（※サイズ：幅 12×高さ 17×奥行 4） 
 

美味しい空気と自然の恵みを楽しむ！ 

レベルにあわせたレッスンです 目指せ！弱点克服！ 

しゅんこう認定講師  山田 悦子 

 

春から街を彩る島

田市の花「バラ」を、

ちぎり絵で色紙に

咲かせましょう。ち

ぎった和紙独特の

風合いと、色のグラ

デーションでステキ

な作品に仕上がり

ます。 

東京進出した静岡の大

人気店がお送りする植

物を楽しむ講座。観葉

植物の管理法や、植替

え・ドライフラワーのリ

ース作りなどを楽しみ

ながら、学びます。 

2022年夏☆ 
キラキラのオトナの夏休み楽しもう！ 

お申し込み・お問い合わせ 
≪月～土≫10時～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 

☎ 

プリザーブドフラワー講師  渡邊 美智子 

 

透明の定規と計算機にお

好きなプリザを施しレジ

ンを流して固めて、世界

に一つだけのMY文房具

を作ります。 

小 1から参加OK♪ 

手間暇かけて作るごちそう 

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。今期は 2回の 

レッスンです。 

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：「水月庵」藤枝市瀬古 

高級クリスタ

ルストーンを

使った大人の

おしゃれに欠

かせないブレ

スレットを作り

ます。 

 

ワイン初心者からワイン好きまで 

知る人ぞ知る掛川の名

店『ワインバー アンフォ

ラ』のオーナーソムリエ

を島田スクールにお迎

えする一日講座。講師

厳選のワイン 3～4 種

類をテイスティングしな

がら学びます。 

ワイン初心者大歓迎！ 

 
 

◆事前体験会◆ 
①7/12（火）19：00～20：00 
②7/13（水）12：30～13：30 
受講料：2,750円 

 

7/26 
スタート 

NEW 

1日で認定証を取得できる 

日常の動線や物の使用

頻度の確認や、簡単な

整理法則を知るだけで

スッキリ収納が実現し

ます。 
※受講後NPO法人ハウスキーピン

グ協会発行認定証を発行します。 

定員 12名 

NPO法人ハウスキーピング協会講師  佐藤 慶子 

 

® 

 

①第 2・4（火）19：00～20：00 7/26スタート 
②第 2・4（水）12：30～13：30 7/27スタート 
受講料：11,550円（3カ月全 5回） 

 

実際のコースでの実践
レッスン。プロと一緒に
ラウンドし、バンカーシ
ョットやドライバーショ
ットなどの上達のコツ
を学びます。 
対象：ゴルフ経験者 
 

島田の里山古民家で自然を楽しみながら学
べる講座。まず季節の野草や植物で、和ハー
ブビネガーや和ハーブソルト、ハーブポン酢
などのごはんのお供を 1品作り、その後かま
どで炊いたとびきり美味しいごはんと一緒に
いただきます。 
具だくさんの味噌汁付き 
昼食をお楽しみ下さい！ 
 
 
 

再生紙でできたクラフトバンドで、北欧テ

イストのおしゃれなバッグを作ります。シ

ンプルなカラーとデザインは、季節や服

装を選ばずオトナ女子にピッタリ！ 

写真のナチュラルカラーの他に、ブラック

カラーもご用意。お好きな色をお選びく

ださい。（※サイズ：横29×高さ24×マチ13） 

 

 

クラフトバンドエコロジー協会認定講師  滝下 祥子 
 

伝統的な型染技法で
ワンポイントを染め
て、可愛いエコバッ
グを作ります。 
2サイズ作るので、
用途に合わせて使い
分けできます。 
 

いつからでも始められます♪ 

(月)13：45～16：15  
受講料： 8,580円（2カ月全 3回分）  

教材費：1,540円 日程：7/4・18，8/1・29，9/5・19 
 

うさぎ工房主宰 染色家 松本 治子 日本刺しゅう 絹の会 主宰  塩澤 光子 

 

※額サイズ：11．3×11・3 

 

連絡がラクにとれる今こ

そ、ご無沙汰しているあの

人に直筆のはがきを出し

てみませんか？今年の夏

にピッタリな暑中見舞い

を作ります。 

思いのままに描きましょう 

「しゅんこう和紙ちぎり絵」 

第 4（水）10：00～ 

好評開講中 

「季節の絵てがみ」 

第 4（火）13：30～ 

好評開講中 

 

7/10 
スタート 

NEW 

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

教材費：4,950円（材料・昼食代） 

和ハーブインストラクター ゆるリラ 祐子 
 

アロマの香りで癒される 

①万能マルチ 2層式アロマ美容液 

7/2（土）11：40～13：10 

②国産ヒノキウッドアロマディフューザー 

8/6（土）11：40～13：10  
 

①②共通 

受講料：2,530円  教材費：2,860円 

 

安全な材料を使い自分だけの香りを入れた

アロマ美容液と、ナチュラルなヒノキウッドを

使ったアロマディフューザーを作ります。 

 

※アロマスプレー30ml付 

 

アロマブレンドアドバイザー   明 由佳 
 

 
ＪＧＴＯツアープレーヤー   数原 正直 
 

 

会場：中央公園ゴルフセンター 

（島田市野田）  P あり        ※現地集合・解散 

 
（土）①9：30～10：45 ②11：00～12：15 

受講料：22,000円(3ヵ月全 10回/ボール 100球込) 

保険料：200円（損害保険ジャパン） 

 

「表装と裏打ち」講座発 

 

第１（土）13：30～16：00 

体験日： 7/2,8/6,9/3 体験料：3,630円 

「表装と裏打ち」第 1(土)13：30～好評開催中 

杉山翠雲堂表具師   杉山 薫 
 

会場：菊川カントリークラブ（菊川市富田 230） 

※現地集合・解散 
第 3（月）13：00～15：30 

体験日：7/18,8/29,9/19体験料：4,400円 

「はじめてのタティングレース」 

第 3(月)13：00～好評開催中 

 

「はじめてのタティングレース」講座発 

 

日本アートクラフト協会理事   高木 桂一 
 

「手作りプリザーブドフラワー」 

第 3（土）18：00～ 

好評開講中 

（シャトル代込み） 

 

JSA認定ソムリエ   瀬戸 敦 
 

お家で眠っている作品に和紙で裏打ちを施し

てみませんか。 

裏打ちされた作品 

は強度が増し、額に 

入れてもキレイ。 

1日でできますの 

で、気軽にご参加 

ください。 

 
 

クラフトサロン  poetry主宰  渡邊 詩歌 

 


