
 

  

講座名 おススメ体験日 毛筆 ペン字 筆ペン ボールペン

毎週（水） 9：30～12：00 書道・毎週　★ 3/16・23，4/6・13 ● ● ●

月2回（水） 9：30～12：00 書道・月２回　★ 3/16，4/6・20 ● ● ●

月3回（木） 16：30～18：30 夕方の書道（大人/こども）　★ 3/17・24，4/14 ● ● ●

第2・4（日） 10：00～12：00 日曜書道（大人/こども）　★ 3/27，4/10・24 ● ● ●

第1（水） 10：00～11：30 味のある筆ペン文字・己書 4/6，5/11，6/8 ●

第1（金） 10：30～12：00 西洋書道カリグラフィー 4/1，5/6，6/3 ●

日時

1週間の元気チャージ♪ 

 

 

 

初心者から経験者
までマイペースに
楽しめます。 

 

 

 

 

〒427-0022 島田市本通 3-6-1 歩歩路２Ｆ 
TEL：0547-37-1941 
電話受付時間 (月)〜(土)10:00〜19:00/(日)10:00〜15:00※第 1・3(日)は休業日 

 

 

 

島田スクール 

琉球の心に触れ島唄を奏でよう 

 

第 4（土）18：00～20：00 
体験日： 6/18，7/23,8/27 体験料：3,850円 

受講料：10,560 円(3 ヵ月 3 回分)   教材費：330 円 

音楽著作権料：66 円 

 

 

県下第一号の指導者として三線

人気を牽引する赤地先生が、初

歩から指導します。夏にピッタリ

な音色を奏でてみませんか。 

琉球民謡協会認定師範・認定教師 赤地 貞子・小泉 博 

 

日本人講師が優しく教えます 

 

第 1・2・3（火） 
① 10：00～11：00 
② 13：30～14：30 

体験日：6/21，7/5・12・19 体験料：2,420円 
受講料：37,620 円(6 ヵ月 18 回分)   教材費：1,32０円 

 
英会話講師 ワシントン大学卒  朝比奈 弘恵 

 

走るのが苦手なお子さまに、走るコツと楽し
さを教えます。正しい手の振り方や脚の上げ
方を知るだけで、より速く走れるようになり
ます。（対象：年長～小学校４年生） ※現地集合解散 

会場：サンワフィールドばらの丘（島田市野田・P あり） 

苦手克服！走ることが好きになる 

サンワフィールドばらの丘代表 元 J リーガー 内藤 修弘 

第 1・3（金）16：25～21：00 

 受講料：16,500 円(3 ヵ月 6 回分)  音楽著作権料：132 円 
 

 

年齢性別関係なく楽しめる 

 

プロドラマー ドラムインストラクター  尾崎 浄 

 

お腹の底から声を出して楽しく歌おう 

 

ソプラノ歌手  山中 雅代 
 

電子ドラムを使って、基礎から 

丁寧に指導。 

手足をフルに動かすので、他 

の楽器では味わえない楽しさ 

爽快感を味わえます！ 
 

事前体験日：7/1（金） 体験料：2,750円 

 

 

初心者🔰大歓迎！ 

 

初めての方から経験者ま
で、レベルに合わせて指導
します。それぞれのペース
に合わせたレッスンです。 

第 1・3（金）10：00～12：30 
受講料：17,160 円(3 ヵ月 6 回分)   

音楽著作権料：132 円 

 

 ピアニスト   田中 亜希子 
 

大きな声を出して喉を鍛えて健康に 

 

第 1・3（火）11：00～12：30 

体験日：6/21，7/5・19 体験料：2,640円 
受講料：13,860 円(3 ヵ月 6 回分)  教材費：330 円 

音楽著作権料：132 円 

 

 
声楽家 アンジェリ音楽院主宰 永田 文子 
 

 

K-POPやドラマの話題も楽しめる 

 7/26 
スタート 

NEW 
期間限定 

音楽もドラマも意味が
分かればもっと楽しい
はず♪基礎からしっか
り学びたい初心者のた
めの超入門クラスです。
まずは 3 か月学んでみ
ましょう。 
第 2・4（火）18:50～19:50 

事前体験会 7/12(火) 体験料：1,980円 

受講料：9,900 円(3 ヵ月全 5 回)  教材費：330 円 

 
韓国語講師   金 福姫（キム ポッキ） 
 

 
スタート 

NEW 
期間限定 

スタートしたばかりの新しいクラス 

 

ウクレレは、シンプルでコ
ンパクトな弦楽器で上達し
やすさも人気。楽器の持ち
方、チューニング、基本スト
ロークなど基礎から丁寧
に指導します。 

第 2・4（木）11：45～13：15（人数により時間変更あり） 
受講料：14,520 円(3 ヵ月 6 回分)  音楽著作権料：132 円 

体験日： 6/23，7/14・28 体験料：2,750円 
 
 

 

OLELO  HAWAI’I  OHANA 主宰  薮崎 晴美 

定員：15 名 

幸せコーディネーター みやき みえこ 

 

8/6（土）10：30～19：40 
 【うち 30分個人鑑定】  受講料：5,390 円 
 

7/15 
スタート 

NEW 

第 1・3（月）10：30～12：00 
体験日：6/20，7/4・18 体験料：2,640円 
受講料：13,860 円(3 ヵ月 6 回分) 教材費：330 円 

音楽著作権料：132 円 

 

 

第 2・4（日）10：00～11：10 

体験日：6/26，7/10・24 体験料：2,310円 
受講料：11,880 円(3 ヵ月 6 回分)  音楽著作権料：132 円 

 

1週間の元気チャージ♪ 

 

日頃の疲れを取り、不眠
にも効果的な静かなヨ
ガでリラックス。身体を
癒しながらも股関節や肩
関節を柔軟にします。 
 

ヨガインストラクター  鈴木 里美 
 

米粉のスープ＆クランブルを作ります 

小麦を含まないグルテン
フリーの食生活が注目さ

れています。食材の選び
方や置き換えのコツを米
粉スープとアプリコットの

クランブルを作りながら
紹介します。 
 

～夏バージョン～ 
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。 

 7/10（日）10：30～12：30  

受講料：3,850 円(レシピ・材料代込み) 

 アレルギー対応かんたんおやつマイスター  藤田 綾 

 

的中率の高さで定評のある講

師を岐阜からお招きし、手相、

四柱推命、タロット等、相談内

容にあった占術であなたを占

います。 
 

 

①6/19（日）②9/25（日）12：00～18：00 
 【うち 30分個人鑑定】   受講料：4,730 円 

 

 

韓国語講師   金 福姫（キム ポッキ） 

 

シーターヒーラー  Agnos Armony RITA 

 

第 2・4（日） 
【幼児～小 3】13：00～13：50 
※小 4～クラス 14：00～15：00 好評開講中 

受講料：9,900 円(3 ヵ月 6 回分) 音楽著作権料：132 円 

 

 
富田バレエ・アーツスタジオ  富田 志保 

 

音楽に合わせて優雅な身のこなしで踊りながら、 

リズム感や表現力を育みます。 

小さな頃から学ぶことで美しい姿勢や協調性を 

身に付けることができます。【対象：3 才半～小 3】 

事前体験日：7/10（日） 体験料：1,980円 

 

7/24 
スタート 

NEW 待望の幼児からの新クラス 

 

月３回（木）16：30～18：30 
（うち 1時間半フリータイム） 

体験日：6/16・23，7/14・21 体験料：1,980円 

受講料：11,880 円(3 ヵ月 9 回分) 教材・手本代：1，980 円 

 

静岡県書道連盟理事 推薦教授 平松 春麗 

  

 

卵の特性について楽しく学

びます。黄身・白身の凝固温

度や気泡性の実験や、特製

プリンも作るよ！ 

製菓衛生士 栄養士 ひらばやし むつみ 
 

姿勢を意識して、身体中に響
く声を出しましょう。発声練習
の後は、カンツォーネや日本
の歌、世界の歌など幅広く楽
しみます。 
 

優しくフレンドリーな講師に

よる、和気あいあいとした楽

しいグループレッスンです。 
 

癒しの音楽にのって心地よく踊る 

 

8/4（木）10：00～12：00 
受講料：2,530 円 教材費：1，320 円 
 

週末にゆったりと自分
のカラダに向き合い、
凝りを解消しましょう。
体が硬い方も無理のな
い内容で安心。 

シータヒーリングは、脳波の「シー

タ波」を用いカウンセリング＆ヒ

ーリング法。守護天使からのメッ

セージの他、オーラリーディング、

チャクラなど 9 つのメニューから

お好きなテーマで鑑定します。 

テーマで鑑定します。 

 

美しい文字は一生の宝物 

長く親しまれてきた日本の歌
を、歌詞の意味を大事にしなが
ら丁寧に歌います。お腹の底か
ら声を出すことは、心のリフレ
ッシュにもなりますね。 
 

ゆったりした音楽に乗せ
て踊るフラは、運動不足
解消にピッタリ！心身の
リラックス＆ストレス解消
も期待できます♪ 
月３回（水） 
初中級 13：00～14：15 入門 14：30～15：30 
体験日：6/15，7/6・13・２０ 体験料：2,530円 
受講料：初中級 19,800 円，入門 17，820 円 (3 ヵ月 9 回分)   

音楽著作権料：198 円 

 
フラ ハーラウ オ マウロア 主宰  Rikano 

 

第 2・4（土）10：10～11：40 

体験日：6/25，7/9・23 体験料：2,530円 
受講料：13,200 円(3 ヵ月 6 回分)  音楽著作権料：132 円 

 
健精楽せらヨガ認定指導員  成田 奈緒子 

 
下絵から色付けまで、画

用紙いっぱいに迫力の

ある動物を描こう！絵

が苦手なお子さんも大

歓迎！ 

8/１（月）10：00～12：30 
受講料：3，630 円（画用紙代込み） 
 

本を読んで印象的だった

場面を想像しながら、自

由に表現しよう。 

☆事前に課題図書を読んで

ご参加ください。 

① 8/6(土)②8/20（土）15：30～18：30 

 受講料：4，950 円（画用紙代込み） 
 画家 二期会準会員 山城 道也 

 

元気キッズたちへ！夏休みの宿題＆自由研究をお助け！ 

画家 現代美術家 持塚 三樹 
 

週末身体メンテナンス 

 

7/15 
スタート 

NEW 

季節の変わり目に体調を整える 

 

スーパーで購入できる身近

な食材で、夏につかれたカラ
ダを癒す薬膳レシピをご紹
介。お家でも簡単に作れるレ

シピ付き！ 
 ◆メニュー◆ 

薬膳カレー・薬膳ピクルス・薬膳デザート 

 9/10（土）12：00～14：00 
受講料：5,170 円(レシピ・材料代込み) 

 
中国伝統医薬学研究所主宰王 元武／国際薬膳食育師 平林睦美 

 

7/2（土）13：00～15：00  
受講料：4,730 円(レシピ・材料代込み) 

 

 

英検 5級を受ける前のレッスンです【対象：年長～】 

 

AIの言葉と世界の言葉を同時に学ぼう！ 

 

7/8 
スタート 

NEW 
期間限定 

7/7 
スタート 

NEW 
期間限定 

英語力のレベルを確かめる試験「英検」の、最も初歩的な 5 級の前のレベルで年長さんから

挑戦できるのが英検 Jｒ.。本来の英検では「読む」「聞く」「書く」「話す」の 4 つ 

を測定しますが、英検 Jｒ.では英語学習の入門期に最も大切と考えられている 

「聞く」に特化した測定を行います。将来的に英検取得を視野にいれている方 

や、小さいうちに楽しく英語を学びたい方に 

おススメです♪ 

グローバル社会の必須言語「英語」を LEGO を使ったロボットプログラミングを学びながら身に付
けます。LEGO Wedo2.0 と ipad を使ったレッスンです。（対象：小 3～小 6） 

ABC KIDS CLUB 代表  杉井 純子 
 

第 1・2・3（金）15：00～15：45 

受講料：39,600 円(6 ヵ月全 18 回)  教材費：実費（テキスト代） 

 

◆事前体験会開催します◆ 

日時：7/1（金）15：00～15：45 
体験料：2,200円 

 

学びの場 主宰  小澤 亮司 

 

◆事前体験会開催します◆ 

日時：6/23（木）①17：00～②18：00～ 
体験料：1,100円 

 

①17：00～17：45 使える英語習得準備コース（レッスンの一部を英語で進めます） 

②18：00～18：45 エンジニア準備コース（自分で課題を作って応用力を高めます） 

 

 

 

（木）①17：00～17：45 ②18：00～18：45 

受講料：19,800 円(3 ヵ月全 9 回/教材費込)   

 

定員：各コース 4名 

7/9 
スタート 

NEW 
期間限定 

あなたが生まれてきた意味と宿命とは？ 

 私たちは最もふさわしい「その日」

を選んで生まれたとされていま

す。マヤ暦からわかる「生まれた

日」のエネルギーを読み解き、今の

あなたに必要なメッセージをお届

けします。 
 8/27（土）10：00～16：00 
 【うち 30分個人鑑定】  受講料：4,290 円 
 

マヤンレメディスト  大空 香凛 

 

月 2回（土）10：00～11：00 

7/9・23，8/6・20，9/3・17 

受講料：9,900 円(3 ヵ月全 6 回) 体験料：1,980 円 

 

本の世界を絵で表現しよう！ お気に入りの動物を描いてみよう 

みんなと違う特技を身につけよう！ 

タップシューズをはいて遊び感

覚で踊ることで自然に音楽やリ

ズム感を養うことができます。少

人数制できめ細やかなレッスン。

（対象：５歳～小学生）  

第 1・2・3（木）16：00～16：45 

体験日：6/16・30, 7/7・14 体験料：1,980円 
受講料：14,850 円(3 ヵ月 9 回分)  

HIRO タップダンスシティ講師 KUMI 

 

生きた会話を楽しむレッスン 

 
8/6 
スタート 

NEW 

恥ずかしがらずに英語を話せる 

ようになることを目指した個人 

レッスン。実際に使えるフレーズ 

を取り入れながら、レベルに 

合わせて楽しく学びます♪ 
 第 1・3（土）11：45～（時間はお問い合わせください） 

受講料：26,400 円(3 ヵ月 6 回分) ※今期は 4 回 

教材費：330 円 

 

 
英会話講師 タスマニア大学卒  増田 志津乃 

 クセがつく前に、正しい姿勢でき

れいな文字を書くことを身に付

けましょう。 

考える力、集中力が断然身に付く！ 

将棋を通して、思考力・

集中力・忍耐力・判断力

などのアップが期待で

きます。 

（対象：５歳～小学生）  

第 2・4（月）17：00～18：30 
体験日：6/27，7/11・25 体験料：1,980円 
受講料：9,900 円(3 ヵ月 6 回分)  

元県アマ名人 将棋指導員五段 高木 秀彰 

 


