
ダンス・舞踊・武道 受講料(月額)講　師

美容・健康・癒し 受講料(月額)講　師

アート＆クラフト 受講料(月額)講　師

生活文化 受講料(月額)講　師

趣味教養 受講料(月額)講　師

こども 受講料(月額)講　師

音　楽 受講料(月額)講　師

リセットヨガ
～リラックスフロー～ 第1･3(日)10:30～11:30

2,500円リセットヨガ
～アクティブフロー～ Yumi 第2･4(日)10:30～11:30

リセットヨガ(毎週) 月4回(日)10:30～11:30 4,600円

はじめてのヨガ
～リラックス～

Yumi

第1･3(日)11:45～12:30
1,900円

第2･4(日)11:45～12:30

月4回(日)11:45～12:30 3,600円

月4回(火)10:30～11:45 4,800円

やさしい呼吸のヨガ
神谷由枝 月4回

(水)リフレッシュヨガ

10:15～11:15

11:30～12:30
4,200円

YIN＆YAN a!co

夜ヨガ MITSUYO 月4回(水)19:30～20:45 4,800円

ヒーリングヨガ AKI 月4回(木)20:00～21:00 4,000円

シニアヨガ MITSUYO 月4回(金)10:15～11:30 4,800円

第1･3(金)19:45～21:00 2,400円

～オリエンタルエクササイズ～
中国気功体操導引養生功 仲根照子 月3回(月)10:15～11:45 4,200円
～オリエンタルエクササイズ～
太極拳＆練功十八法 石黒まり子 月3回(土)10:30～12:00 4,200円

太極拳＋養生功ミニ講座 石黒まり子

(太極拳)
10:30～12:00 5,700円(養生功)
12:15～12:45

中国健康体操
～健身気功と導引養生功～

石黒まり子 月3回(土)13:00～14:30

月3回
(土)

4,200円
～a.laise～

美と健康のストレッチ 依李子 月3～4回(月)13:30～15:00 3,300円～
ビューティストレッチ
～バレエを基礎に美しい身体・姿勢づくり～ 岩瀬　愛 月3～4回(水)10:15～11:15 4,500円～

～お肌がよろこぶ～
手作りコスメ教室 あかせまさみ 第3(木)10:30～12:00 2,000円

～リストラティブヨガ～
リラックスボルスターワーク MITSUYO 第2・4（火）19:30～20:45 3,000円

アーユルヴェーディック
アロマテラピー

市川　薫
第1
(土)

(入門編)
13:00～14:30
(初級編)
14:30～16:00

2,500円

ベーシックヨガ 神谷由枝 月4回(金)14:30～15:45 4,400円

はじめての能(初級) 日下すみ子
(一科目45分）【10歳～】

第2･4(金)13:30～17:15

一科目(仕舞または謡い)
3,000円
二科目(仕舞・謡い)
5,000円

おとなのバレエ・エクササイズ

はじめてのフラダンス

加藤愛美 月4回(火)13:30～14:30 6,000円

KAZU 第2･4(月)11:00～12:00 2,400円

クラシックバレエ中級 岩瀬　愛 月3～4回(水)11:15～12:45 6,000円～

大人のためのバレエ入門 岩瀬　愛 月3～4回(水)13:30～14:30 4,500円～

イキイキ!ワクワク!フラダンス カレオオラカイイアパナ
講師 第2･4(日)13:00～14:10 3,000円

一緒にはじめよう!美しいフラ LUANA講師

LUANA講師

LUANA講師

第1･3(火)10:15～11:15 2,600円

タヒチアンダンスで元気に美しく! 第1･3(火)11:30～12:30 2,400円

一緒にはじめよう!美しいフラ(夜クラス) 月3回(火)19:45～20:45 3,600円

3,600円

ゼロから始めるベリーダンス 愛梨 月3～4回(月)19:35～20:35 4,650円～

はじめての美しく舞うフラメンコ YUKAKO他 第2･4(木)10:30～11:30 3,600円

週末の社交ダンス 浅海　愛 第2･4(金)19:45～20:45 2,900円

HAPPY HIP HOP MARIKO 月4回(金)20:00～21:00 6,000円

とにかく楽しいHIP HOP入門! IKUO 月4回(木)19:30～20:30 6,000円

日本舞踊教室 西川扇久美城
(1回30分)

第2･4(水)13:30～17:30 5,100円

テコンドー (JTA) 辻　陽介 月3～4回(土)13:00～14:30 3,150円～

宮本茂和 第1･3(日)14:00～16:00 6,000円真実の健康法心身統一合氣道

壊れた器の修繕　金継ぎ
初めての蒔絵と螺鈿(らでん) 駒田育代 第2(火)10:15～12:45 2,750円

楽しいきりえ 安藤一代 第2･4(水)10:30～12:30 3,000円

～紙のステンドグラス～
ローズウィンドウ 杉江百合香 第1･3(金）13:00～15:00 3,000円

レザークラフト
～手縫いとカービング～ 金塚美和子 第1･3(月)10:30～12:30 4,000円

楽しいシャドウボックス 磯谷寿香 第2･4(火)10:30～12:30 4,000円
トール＆デコラティブ
アートペーパーデコ 仲本磨奈美 第1･3(木)10:30～12:30 3,600円
木の実・ドライフラワーアート
トロッケンゲビンデ 舟橋祐子 第2(金)10:30～12:30 2,000円

手づくり石けん教室 あかせまさみ 第2(金)13:00～15:00 2,500円

「木彫 積木の会」自然のぬくもり 木彫 木彫積木の会　
講師 第1･3(木)13:00～16:00 4,100円

はじめてのデッサンと水彩画 樫下　稔
第1･3(火)18:30～20:00

3,700円
第2･4(火)18:30～20:00

第1･3(火)18:30～20:00

第2･4(火)18:30～20:00
やさしく学ぶ 日本画 樫下　稔 3,700円

薔薇のアクセサリーロザフィ 桜井りか 第1･3(水)10:30～12:30 4,100円

ビーズアクセサリー 桜井りか 第3(水)10:30～12:30 2,050円

リリアンジュエリー認定講座 桜井りか 第1･3(水)10:30～12:30 4,100円

ファッションDeco認定講座 桜井りか 第1･3(水)10:30～12:30 4,100円
余合ナオミのWIREMODE
モードジュエリーメイキング認定講座 桜井りか 第1･3(水)10:30～12:30 4,100円

ビーズ～自由に楽しく～ 出原三千世 第1･3(金)10:30～12:30

第1･3(金)10:30～12:30

第1･3(金)10:30～12:30

第1･3(金)10:30～12:30

第1･3(金)10:30～12:30

3,200円

ワイヤーレース　ジュエリー 出原三千世 3,200円

クロッシェカフェかぎ針編み認定講座 出原三千世 3,200円

クチュールフローラ認定講座 出原三千世 3,200円

マクラメジュエリー認定講座 出原三千世 3,200円

手編みでこつこつ編物教室

鈴木美子 第2(月)13:00～14:00 1,200円～シニアにおすすめ～
簡単フラワーアレンジ

吉田凡太
※女性講師 第2･4(月)10:30～12:00 3,600円

ガーデニング～花と緑のある生活～
くらし

近藤さゆり 第1(木)10:30～12:00 1,700円
暮らしの中の茶花を楽しむ
～一服のお茶とともに～

市川宗薫 第1(土)10:30～12:00 2,000円

とっておきの紅茶教室 竹村　薫 第1(水)13:30～15:00 2,000円

やさしいペン字・筆ペン 矢野涼子 第1･3(水)19:30～21:00 3,000円

実用のペン・筆ペン入門 杉浦真弓 第2･4(金)13:30～15:00 3,000円

遊びの書(アート書) 澤田麗華 第4(金)13:30～15:30 2,500円

美文字講座～お勤め帰りに～ 塚本紫城 第4(金)20:00～21:00 2,000円

ハワイアンキルト はる 第2･4(木)10:30～12:30 4,000円

いけばな草月流 広瀬典丈 月3回(月)10:30～12:30 3,900円

池坊いけばな教室 山下祐己雄 第2･4(火)13:00～15:00 3,000円

嵯峨御流いけばな 小出育甫 第1･3(木)13:30～15:30 3,000円

～初心者のための～
茶道教室 山下宗祐 第2･4(火)13:00～15:00 3,000円

趣味のフラワーデザイン 鈴木美子 他 第3(土)10:30～12:00 1,600円

フラワーデザイナー資格取得講座 鈴木美子 他 第3(土)10:30～12:00 1,600円

手づくりのブライダルブーケ講座 鈴木美子 他 第3(土)10:30～12:00 2,100円

楽しく学ぶ
着付けとマナー

新海友子
月4回(火)13:00～15:00 5,200円

第2･4(火)13:00～15:00 3,100円

お勤め帰りに自分磨き!着付けとマナー 新海友子 第2･4(水)19:00～21:00 3,100円

レディース麻雀教室 上田利華

タロット占い＆カウンセリング マリアン

第1･3(金)10:30～12:30 3,200円

第2(木)19:30～20:30 2,000円

生花から作る手作りプリザーブドフラワー
～加工からアレンジまで～

市川　薫 第4(金)10:30～12:30 2,500円

オニールJ,C’s英会話 O’NEIL CHISHOLM
(オニールチズム） 5,960円

話したくなる
楽しい韓国語

ライジングサン
ランゲージ
スクール講師

ライジングサン
ランゲージ
スクール講師

第2･4(火) 5,400円
(初級)
10:10～11:00
(入門)
11:10～12:00

10,950円～
［1回30分］

月3～4回(火)13:00～16：30
［1回30分］

第1･3(火)13：00～16：30
7,300円［1回30分］

第2･4(火)13：00～16：30
ワクワク韓国語 李　貴順 【経験者向け】

第2･4(木)10:15～11:25

【12歳～】［1回30分］
第2･4(木)14:00～21:00

4,200円

【全6回】
15,300円

【全6回】
15,300円

囲碁教室

「のぼかん」
納得・命名講座

のぼかん講師
近藤慶子 第1･3(日)10:30～12:00

4,000円
※ご夫婦参加

5,000円

楽しい!はじめてのとんぼ玉
～アクセサリー・ミニチュアを作ろう!～ 杉浦英津子 第2･4(金)10:30～12:00 4,000円

小川日出刀 月4回(火) 6,200円
【中級】
19:00～19:50
【基礎コース】
10:30～12:00
【実習コース】
13:00～14:30

【入門】
18:00～18:50

ビギナーデジカメ教室
【全6回】

南京玉すだれと大道芸(初級)

川瀬進也 第1･3(日)

大須くるみ 第2(月)10:30～12:00 3,100円

落語・小ばなし講座 三遊亭笑くぼ
第4(金)10:30～12:00

3,100円
第3(土)10:15～11:45

おしゃれなラッピング 竹内奈緒美 第1(火)10:30～12:00 1,500円

語学プライベートレッスン
（英語・フランス語・
韓国語・中国語）

短期集中　歌塾
【全3回】【全6回】

淺野淑子

［1回30分］
第1･3(月)10:30～19:30

【全3回】
12,000円
【全6回】

22,800円
［1回30分］

第1･3(火)13:00～21:00

ボイストレーニング 淺野淑子

ゼロから始める
ボイストレーニング

黒野啓介

［1回30分］
第1･3(月)10:30～19:30

［1回30分］
第1･3(火)13:00～21:00

［1回30分］
月3回(月)15:00～20:00

［1回30分］
第1･3(水)16:30～21:00

［1回30分］
第1･3(木)15:00～21:00

［1回30分］
第1･3(金)15:00～17:30

［1回30分］
第1･3(日)12:30～17:30

［1回30分］
第2･4(火)13:00～21:00

［1回30分］
13:00～21:00

7,100円～

7,100円～

10,050円～

7,100円～

歌声遊みんぐ 伊藤吉乃 第1･3(日)10:30～12:00 3,100円

カラオケ教室 杉岡知子 第2･4(月)13:30～15:00 3,300円

シックなシャンソン教室 岡田雅代 第2･4(水)10:30～12:00 3,600円

Let's! Playぴあの♪ 伊藤吉乃 6,000円～

火曜日のたのしいぴあの 纐纈佳子 5,000円～

5,000円～
大人のためのピアノ 竹内千賀

月3～4回(水) 6,600円～

［1回30分］

月3回(木)10:15～12:45
好きな曲を弾けるようになろう
ピアノレッスン

小山ゆみ 6,000円～

月2回(水)

［1回30分］【幼児～大人】
月3～4回（金）10:15～12:45 6,000円～小林陽子ピアノ大好き! 癒しのピアノレッスン

ベリーダンス超入門 Linfa 第2･4(土)13:30～14:30【18歳～】 2,700円

美しいフラへの一歩 フラ・オ・
マハナ講師 月3回(金)10:15 ～ 11:45

6,000円～

ピアノ・ソルフェージュ 中山香世子 6,000円～

大人のピアノ 山下久美子 6,000円～

基礎から学ぶ楽しいピアノ 森　良子 5,000円～

トランペットを吹こう! 小澤由起子 9,280円～

オカリナ教室 堀　敦子 3,100円

ハワイアン・ウクレレ 長尾美幸 第2･4(木)13:30～14:30

第1･3
(水)

3,000円

土曜のフォークギター入門講座 HIDEKI 7,000円～

三味線と民謡 蟹江尾花 7,000円～

はじめての大正琴 鈴木琴碧寿 第1･3(金)13:30～14:30 3,800円

お琴教室
菊川由起枝 6,100円

三味線

［1回30分］
第1･3(木)13:30～21:00

［1回30分］
第2･4(木)13:30～21:00

［1回30分］
月3～4回(金)13:00～14:00

［1回30分］
月3～4回(金)15:30～21:00

【初級クラス】
13:00～14:00

　【中学生～大学生】
10:30～11:15
　　【中学生～大学生】
11:15～12:00

【中級クラス】
14:00～15:00

【初歩クラス】
15:00～16:00

［1回30分］【3歳～】
第2･4(土)13:00～18:00

［1回30分］
第2･4(月)17:00～21:00

［1回45分］
第1･3(土)10:15～17:15

［1回30分］
第1･3(水)10:30～12:00

キッズプログラミング デジコロボ
インストラクター

【小3～小6】
第2･4(日)10:30～12:00

［1回30分］
第2･4(金)15:00～18:30

［1回30分］
第2･4(金)15:00～18:30

［1回30分］
月3～4回(木)13:30～21:00

～コードとともに～
楽しく学ぶピアノ
レッスン

浜村多美子
5,000円～

ピアノ上達のために!
「ソルフェージュ」

竹内千賀 6,000円第2･4
(土)

【小学生～】
10:30～11:15

【小学生～】
11:15～12:00

第2･4
(土)

ベビーサイン教室【全6回】 清水としこ
【全6回】

15,000円
＊教材費別途

親子で楽しむベビーダンス 上野規子 3,000円
＊教材費別途

3,600円
＊教材費別途

「くじら図工室」 
楽しくアートしよう!

青木絵実･
小島伸康

【年少～年中　90分】
第2･4(月)16:30～19:30 3,400円

【年長～小3　120分】
第2･4(月)16:30～19:30 4,000円

3,000円
＊教材費別途
3,000円

＊教材費別途
4,050円～
＊教材費別途
7,950円～
＊教材費別途

ママベビコース

ママキッズコース 学研教室
専任講師

学研幼児教室
ほっぺんくらぶ 入園準備コース

クラスフェリーチェ
学研科学実験教室 学研教室

専任講師 3,400円
吉田凡太
※女性講師 3,150円

たのしい習字教室

ポンタ先生の書道教室

塚本紫城 3,150円

こども書道教室 澤田麗華 3,150円

たのしい
こども絵画造形教室

樫下　稔 3,100円

楽しくフラダンス!オハナクラス(親子) カレオオラカイイアパナ
講師

フラ･オ･マハナ
講師

4,000円
(ペア料金)

ゼロからはじめるベリーダンスkid's 愛梨

3,750円～

4,500円～

親子フラダンス 3,750円
(ペア料金)

ケイキフラダンス(入門) 3,150円

ケイキフラダンス(初級) 3,150円

【首がすわった3ヵ月～2歳頃】
第1･3(月)13:30～14:30

【6ヵ月～1歳半】
第2(金)10:30～11:30

【生後4ヵ月～歩行が出来る1歳頃】
第1･3(木)10:15～11:15

【歩行が出来る1歳～】
第2･4(木)10:15～11:15

【H29.4月入園の2歳～】
月3～4回(木)11:30～12:30

【H29.4月入園の2歳～】
月3～4回(木)13:00～14:20

【年長～小6】
第1･3(土)10:30～12:00

【4歳～】
月3回(月)16:30～19:30

【4歳～】
月3回(水)16:00～19:30

【4歳～】
月3回(金)15:30～18:00

【4歳～】【90分レッスン】
第1･3(火)16:30～19:30

【4歳～】【90分レッスン】
第2･4(火)16:30～19:30

キッズステージ
ジャズダンス

廣瀬慶乃

4,650円～

月3～4回
(月)

【年少～年長】
16:30～17:15

【小1～小4】
17:15～18:15
【7歳～15歳】

月3～4回(月)18:30～19:30
【年少～中学生】

第2･4(日)10:30～11:30
【0歳～】

月3回(火)16:00～17:00
【年少～小2】

月3回(火)17:00～18:00
【小3～小6】

月3回(火)18:00～19:00

加藤愛美
4,800円

6,000円

Cyan Ballet Space
基礎から始めるバレエ

大原早織
大原泰子
シアンバレエ
スペース

月3～4回
(月)

【年少～小1】
16:30～17:30

【小2～小6】
17:30～18:30

プレバレエ【4歳～小2】
月4回(火)16:30～17:30

ジュニア【小3～小6】
月4回(火)17:30～19:00

【年少～小3】
17:00～18:00

【小4～小6】
18:00～19:00

【年少～】
月4回(木)18:20～19:20

【年少～】
月4回(金)19:00～20:00

【年少～小2】
15:30～16:30
【小3～中学生】

16:30～17:30
【小3～中学生】

17:30～18:30

【年長～】【親子ペア】［1回30分]
第2･4(水)13:30～17:30

【幼児(年少)クラス】
16:00～16:50
【幼児(年中・年長)クラス】
17:00～17:50

【児童(チャレンジ/小1～小6)クラス】
18:00～18:50

【小学生～】
第1･3(日)14:00～16:00

【小学生～】
月3～4回(土)13:00～14:30

［1回30分]【5歳～】
第1･3(月)10:30～19:30

［1回30分]【5歳～】
第1･3(火)13:00～21:00

［1回30分]【5歳～】
月3回(月)15:00～20:00

［1回30分]【3歳～】【3歳親子～】
第2･4(火)13:00～21:00

［1回30分]【3歳～】
月3～4回(水)14:30～21:00
［1回30分]【3歳～】【3歳親子～】
第1・3(木)13:30～21:00
［1回30分]【3歳～】【3歳親子～】
第2･4(木)13:30～21:00
［1回30分]【3歳～】【3歳親子～】
月3～4回(木)13:30～21:00

［1回30分]【3歳～】
月3～4回(金)15:30～21:00

［1回30分]【3歳親子～】
月3～4回(金)15:30～21:00

［1回30分]【3歳～】
第2･4(土)13:00～18:00

［1回30分]【3歳親子～】
第2･4(土)13:00～18:00

［1回30分]【小学生～】
第2･4(月)17:00～21:00

［1回30分]【5歳～小3】
第2･4(金)15:00～18:30

［1回30分]【5歳～小3】
第2･4(金)15:00～18:30

［1回30分]【10歳～】
第1･3(土)10:15～17:15

3,720円～

ナゴヤ 
ゴールデン
トワラーズ
深谷美海

バトントワリング 月3～4回
(水)

3,300円～

こどものクラシックバレエ

HIP HOP KIDS! IKUO 6,000円

ジュニア Hip Hop IKUO 6,000円

こどもHIP HOP HARUNA 4,500円

日本舞踊教室 西川扇久美城
5,100円

月3回
(土)

幼児クラス【年少～年長】
16:30～17:20

児童クラス【小1～小3】
17:30～18:30

児童中級【小4～トウシューズ】
18:30～19:30

子供バレエ
アン・バレエ・
アカデミー講師 5,000円

5,600円

4,600円
月4回
(金)

5,000円
(ペア料金)

月3～4回
(水)

5,040円～
※教材費
ユニフォーム代
別途

カワイ体育教室
カワイ
体育教室
専任講師

子供の心身統一合氣道 宮本茂和 5,000円

ジュニア　テコンドー (JTA) 辻　陽介 3,150円～

7,100円～
子どものための
うたのおけいこ

淺野淑子 7,100円～

10,050円～

纐纈佳子 5,000円～
火曜日のたのしいぴあの

こどもピアノレッスン 竹内千賀 6,000円～

5,000円～
～コードとともに～
楽しく学ぶピアノレッスン

浜村多美子

6,000円～ママとピアノを弾こう♪

たのしいピアノ
山下久美子

6,000円～

ママとはじめるピアノ 7,500円～

こどもピアノ教室
森　良子 5,000円～

ママといっしょにたのしいピアノ

竹内千賀 6,000円 トランペットを吹こう! 小澤由起子 8,240円～

親子でお琴
ピアノ上達のために!
「ソルフェージュ」

菊川由起枝
6,100円
(ペア料金)

こども・お琴 4,100円

土曜のフォークギター入門講座 HIDEKI 5,000円～

ママと火曜日のたのしいぴあの

0562-45-497110:00～20:00
JEUGIAカルチャーWEB検索は体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 リソラ大府


