JEUGIAご当地講座
愛知 日本の中間地点｢名古屋」
からなら 岐阜

東西どちらも行きやすい!

おトクな切符「青春18きっぷ」活用術
戸張里美

セカンドライフコーディネーター

樽見鉄道 指導運転士

マリエ

現地講座

ローカル列車「樽見鉄道」
のレールバス運転体験。制
服 と 帽 子、白 手 袋、そ し て
あなただけの名札を身に
着けて、あこがれの運転士
に！普段見ることができ
ない車庫見学も行います。

6,490円（税込/保険料込）

フルーツ＆
ソープカービング
後藤ケイト

大蔵琴音

カービング＠ヴィヴィアン主宰

1,700円

2,500円（税込）

はじめての人形制作教室
人形作家

第4(木)
10:30〜12:30
月額1,200円

ナラニズ オハナ
公認インストラクター

三宅ゆかり

第1(土)
10:30〜12:30 月額2,800円

第1(月)10:30〜12:30 月額2,600円

第3(月)10:30〜12:30 月額2,600円

絵が好きでもっと上手くな
りたい方、苦手で上達したい
方。デッサンの基礎からはじ
め、絵画、イラストやデザイ
ン、モノづくりにも役立つ表
現力を身につけていきます。
受験にも対応可。

第2･4(火)
19:00〜21:00
月額4,400円

3/10・24(火)

2,200円

TCカラーセラピスト
認定講座

10:30〜16:30
9,000円

10,000円(認定料込)

千種店初開催！

レクリエーション介護士2級講座

特別料金1,000円
1,000円（税込）

日本絵手紙協会公認講師

第1・3(火)13:00〜14:30 全12回30,000円
1,500円
3/3・17(火)

自由に描く絵画教室
栁瀬雅夫

画家

基本のデッサンか
ら 始 ま り、水 彩、ア
クリル、油絵など自
由な画材を使い楽
しく絵を学んでい
く教室です。

第1･3(金)
10:30〜12:30
月額4,200円

1,600円

2,100円

骨格スタイル分析
美容鍼はお顔に針を刺すこと
＆パーソナルカラ
で血流改善、リフトアップ、表
ー診断。
骨格スタイ
情筋緩和などのアンチエイジ
ル別に、
似合う素材
ング効果があります。鍼灸院で
や着こなしポイン
国家資格保有の鍼灸師でない
ト、
小物使いなどを
と受けることができません。そ
アドバイス。
さらに
れに近い形でご自分でケアで
カラー診断も行い、3/26(木)・4/22(水)・29(水祝) きる方法をお教えいたします。
トータルコーディ 10:30〜12:00
ネートでよりよく 3/29(日)15:30〜17:00
2/28(金)・3/15(日)・4/24(金)・5/24(日)
「魅せる」
を見つけ
10:30〜12:00
3,500円
300円(税込)
ましょう。
2,000円
1,000円

アロマハンドトリートメント
ボランティア養成講座
加納江利子

Sweet-Orange主宰

1,500円

4,600円(税込)

MRT(筋ゆる)基礎編講座
大関朋子

健康と「キレイ」を磨きたいという方へ。耳
たぶ回し美顔術さとう式リンパケアの基本
を学んでいただきます。口腔を整えること
で美容効果だけで
は な く、全 身 を 健
康的にゆるめるべ
ースを作ります。

「痛 み が あ る」な ど、
まず体の不調を改善
し た い と い う 方 へ。
軽くふれてゆらすだ
け で、全 身 の 筋 肉 を
緩めるテクニックを
学びます。

10,000円（税込）
5,000円(税込・認定料込)

竹内政子

検索 JEUGIAカルチャー

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

3,000円

①相続セミナー

〜相続対策の柱 3つのポイント〜

②上手につきあう資産運用
1級ファイナンシャル・
プランニング技能士CFP®

10,000円（税込）
5,000円(税込・認定料込)

清掃マイスター
2級認定講座
竹内政子

ペットシッター士
資格認定講座

日本清掃収納協会
清掃マイスター１級認定講師

・汚れのレベルの見極め方
・作業効率をよくする道具
・洗剤の特性
・手作り洗剤と入浴剤
・箇所別清掃法など
9,000円

①10:30〜12:00②12:00〜13:30
4/22(水)①18:00〜19:30②19:30〜21:00
他、日程調整可
1,500円

9,000円(認定料込)

●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できま
す。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満65
歳以上の方は、入会金が無料になります。
（年齢確認の
できる身分証明書等のご提示をお願いします）
●受講
料は3 ヵ月前納制です。●受講料には特に明記した他
は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費
用は含まれておりません。●消費税は別途要します。
●参加人数が一定に満たない場合、体験や講座開講を
延期または中止することがあります。
…消費税は別途要します。
（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
の場合もあります。

日本ペットシッター協会講師
2日 間 の 受 講 で 環 境 省
が定める動物取扱責任
者(保 管 と 訓 練)に な れ
る講座です。飼い主とペ
ットの架け橋になるペ
ッ ト シ ッ タ ー 士。取 得
後、全国どこでも開業す
ることができます。
ＴＶで紹介!
主婦の副業、高収入№1
実施会場
イオンタウン有松

お得

な

佐藤緑風

書写検定協会県審査員

1,500円

LOICX☆チアダンススクール
①【幼児（3歳〜）】
〜ENJOYクラス〜

②【小学生】

LOICX GIRLS☆公認チアディレクター
初心者から、安心して楽しく笑
顔で踊れます。心の成長を促す
「チアライフ」を取り入れ、礼儀
や挨拶も学べますよ☆

やまだまゆきバレエスタジオ講師
バレエスタジオリエゾン主宰

第2(土)13:30〜15:00 月額2,500円
3/14・4/11(土)

村瀬奈々子・澤田茉友佳 シックスアイズRG講師

月3〜4回(月)
〔基礎〕13:15〜14:15 月額4,650円〜
〔応用〕13:15〜15:15 月額7,200円〜

早割
にご入会
体験当験日
の方
し
な でご入会

さわやかヨーガ
心も身体も健やかに!
日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士
インド中央政府認定ヨーガ教師

初心者や体の硬い方でも、年齢に関係なく
無理せずできます。ゆるやかな動きで呼吸
に意識を向け心も身体もリラックスでき、
美容･健康、ストレス解消にも役立ちます。

10:30〜15:30

令和二年も

JEUGIAカルチャー
人気シリーズ

地講座
全国ご当
ます!!
あり

ボイストレーニング【5歳〜】
名古屋二期会準会員

淺野淑子 コンサートグループ「花の詩」会員・オペラ歌手
声を出すことは若さを保つ秘訣です♪大
きな声で歌うとのどが痛い、高音が出しづ
らい、楽に声を出したいなど、腹式呼吸か
ら一緒に練習しましょう。洋楽や歌謡曲な
ど、それぞれのご希望に沿ったレッスンが
できます。

facebook
あります!

ね！

いい

木曜ピアノレッスン【3歳〜】

3,500円

【10歳〜】
【10歳〜】

ニコニコ二胡教室

シンガーソングライター

特別料金
1,800円

魯芸

17:30〜18:30
16:00〜17:30
［1回30分］月額5,000円

特別料金1,500円

①第1･3(火)
14:30〜17:30
②第2･4(日)
14:00〜18:30
［1回45分］月額9,200円

時間はお問い合わせください
特別料金2,000円

GYROKINESIS ® 認定トレーナー

第2･4(火)11:00〜12:00
月額3,300円
1,600円

2/25・3/10・24(火)

1,650円

筋力アップ!肩こり・腰痛改善

ステッキ体操!
OKUDA

(公社)自彊術普及会・中伝指導員

柔道整復師

筋トレ、バランス運動、ウオーキング法など
ステッキ(杖)を使って行うユニークな体操
です。体幹バランス、背骨の歪みも整い、猫背
や巻き肩、ダイエットにも効果的です。

(木)13:30〜15:00
月額5,400円
1,350円

シニアのための脳トレピアノ

®

ピアノゆうゆう塾®エグゼクティブ認定講師

①第1・3(金)②月4回（金）
10:30〜12:00
月額①3,100円②5,200円
特別料金1,000円
3/6・27(金)

目からウロコのピアノ指導術

脳トレピアノ®検定
プライマリ指導者認定講座
清水千加子

ピアノゆうゆう塾®エグゼクティブ認定講師

シニアのレッスンしませんか。目から
ウロコのピアノ指導法。検定終了後、
認定資格希望者は、自宅、自治会館、コ
ミュニティセンターで活動できます。

第2・4(金)13:00〜14:30 月額5,000円
特別料金1,500円
2/28・3/13・27(金)13:30〜14:30

第2・4(金)10:30〜12:00
全4回32,000円（別途認定料）
無料説明会 2/28・3/13・27(金)11:00〜12:00

たのしい津軽三味線

オカリナを楽しむ

近藤のぶ代

①2/18・3/3・17(火)
②2/23・3/8・22（日）

ジャイロキネシス
深井麻衣

三宅良美

じょんから倶楽部主宰

太くて豊かな響きを楽しみませんか?
教室内でレンタル可能なので気軽に始
められます。指を使うことで脳も活性
化されます。初心者の方、ステップアッ
プを目指す方、大歓迎!

中国の民族楽器
「二胡」
を習ってみませんか?
初心者の方大歓迎です。

廣濱道場代表

リズミカルな呼吸とともに、背骨をあ
らゆる方向に動かしていくことで体
のバランスを整えます。のびのび気持
ちよく動きましょう♪

初心者の方は指1本から憧れ
の曲が弾けるようになりま
す。楽譜の読めない方でも大
丈夫。歌をうたったりステッ
プを踏んだり、体を動かしな
がらグループで楽しくレッ
スンします。

二胡奏者・講師

第1・3(火)

フイ・フラ・オ・レイアロハ
タヒチアン講師

老若男女を問わず心身の調和
を図り、健康の維持増進に大き
な効果があります。自彊術とは
自ら努力して心身を強めるこ
とにより、自分の限界を拡げて
いく体操です。

清水千加子

大阪音楽大学卒

大東流合気柔術

〜イスで行うエクササイズ〜

〜いきいき健康体操〜
自彊術(じきょうじゅつ)
西村直美

廣濱裕二

月3回(木)17:30〜18:30 月額4,200円
1,400円
2/27・3/12・19・26(木)

2/20・27・3/5・12(木)

特別料金1,200円

月3〜4回(木)
16:00〜20:30［1回30分］
月額6,660円〜
4/9・16(木)時間はお問い合わせ下さい

子ども〜シニア世代、初心者から熟練
者、フォーク、歌謡等、ギターの弾き語り
のテクニックをやさしく楽しく指導し
ます!ギターのみのレッスン可

2/18・3/3・17(火)
時間はお問い合わせください

ピークピラティス
インターミディエイト マット認定

こども護身術・古武術入門【年長〜】
大東流合気柔術 という古武
術の技を使ったこども護身ク
ラ ス で す。人 生100年 時 代 を
生き抜くこどもたちに、丈夫
なカラダ作りと危険回避な
ど、運動神経が良いと言われ
る能力を開発します。

(木)
〔入門〕10:10〜11:10 月額6,400円
〔ベーシック〕10:10〜12:10 月額10,000円

身体の硬い方でもＯＫ。緩やかなストレッチと呼吸で身
体をほぐし、インナーマッスルをエクササイズします。
エイジング対策にも効果的。正しい姿勢になります。

奥村葉子

やよい

(財)合気会神武館
指導員4段

1,025円

500円（税込）

今、大人気のタヒチアン
ダンス!トワレの音に合
わせ軽快に、心も踊るよ
うな魅力ある踊りです。
丁寧にレッスンします。

学校音楽〜スタンダードピアノ〜趣
味まで、どなたでも楽しくレッスンで
きます♪ピアノが初めての方にもや
さしくご指導します。

ギター弾き語りのススメ
長谷川ぱんだ

山本聖子

教材費

後藤秀規

【小1〜】

(土)15:30〜16:45
月額4,100円

ナゴヤゴールデントワラーズ専任講師

伴

ピラティス

2,250円

人を攻撃しない、自己を守る
武術の合気道を通じて、礼節・
基本的な技を稽古します。ケ
ガをしないように相手を思い
やりながら練習を重ねます。

【4歳〜】
バトントワリング 幼児
児童【小1〜】

フイ・フラ・オ・レイアロハ講師

4/7・21(火)

特別料金1,200円

第2･4(金)15:00〜19:00
［1回30分］月額7,000円
4/10・24(金)時間はお問い合わせ下さい

時間 (1時間休憩含む)

珠算教師

(お子さま連れOK)

(入門)基本ステップからゆっくり
始めます。どなたでも楽しめます。
(初中級)ハワイの優雅なフラダン
スを一緒に踊りましょう。フラは年
齢に関係なく踊れます。自然に笑顔
が生まれます。
(火)
〔入門〕 12:15〜13:30
〔初中級〕13:45〜15:00
1,400円
月額5,600円

第2・4(金)16:30〜18:00
月額4,500円
2/28・3/13・27(金)

日紫喜明

瞳

南国のタヒチアンダンス

楽しいフラダンス

ウェブデザイナー

福島

1,200円

第1･3(火)
10:30〜11:30
月額3,000円

第2・4(金)10:30 〜11:30 月額3,100円
3/13・27(金)

または体

（3月末まで）

特別料金1,200円

特別料金1,000円

バトンを使って体を動かすこ
との楽しさを覚え、リズム感、
表現力を養い心身ともに優れ
たトワラーを目指します。
月3〜4回(水)
〔幼児〕16:00〜17:00
〔児童〕17:00〜18:00
月額3,420円〜

柔軟性やリズム感を養います。リボン
やボールなどの手具を使い、音楽に合
わせて楽しく踊りましょう。新体操の
基礎から丁寧にお教えします。

相

こども合気道教室

1,440円

幼児【4歳〜】
児童【小1〜】

プログラミング講座

楽しいSOROBAN【年長〜】

特別料金1,500円

こども新体操

【小学生〜】

コンピューター言語の中で最も簡
単といわれるHTMLとCSSを学び
ます。自分のソースコードを開発
しよう！

計算力・暗記力・集中力・積
極性･忍耐力の他、そろばん
を使うと暗算力が自然に身
につき、指先を使うと頭脳
が発達します。
月3〜4回(火)
16:30〜19:00(内60分程度) 月額4,320円〜

児童画を基本に、造形作品も。毎回
完結の課題から数回に渡る課題ま
で、楽しく製作しながら自由な発
想力・豊かな色彩感覚・確かな造形
力を育てます。

土井泰子

基礎はバーレッスンのみ
を行い、美しい姿勢と柔軟
性を身に付けます。応用は
バーレッスン後、実際に踊
ります。気軽に楽しめる内
容なのではじめての方も
安心してご参加ください。

山田まみ

2/24・3/9・23(月)

愛知県立芸術大学大学院修了
美術家・京都造形芸術大学講師

小学生向け！
田口

作家

1,200円

大人が楽しむバレエ教室

!
割引 3/31㈫

こども作文教室

【小2〜】

第2・4(月)16:00〜19:30（内60分〜90分）月額3,100円

【小学生〜】
土曜日の
こども絵画・造形教室

1,362円

【期間】
2020年

観察力・表現力を養う
安間宏見

月3〜4回(月)
〔幼児〕16:15〜17:15
〔児童〕17:30〜18:30
月額3,600円〜

月3〜4回(木)①16:00〜16:50
②17:00〜17:50
月額4,086円〜

あります!

発行日：2020.2.4

https://culture.jeugia.co.jp/

物の名前を言わないで、見えてい
るままを言葉で相手に説明できま
すか?例えば、ランドセルや筆箱な
ど。何 色?大 き さ は?形 は?・・観 察
力、表現力が養われ作文力の基礎
が培われます!

1,550円

丹下敬文

リトミック・ピアノ講師･保育士

第1・3(月)①10:30〜11:10
②11:20〜12:00 月額3,100円
特別料金1,000円
2/17・3/2・16(月)

深井麻衣

中部日本書道会
二科審査会員
緑風・書の教室代表

幼児・小学生・中学生を対象
に、正しい文字が書けるよ
うに、毛筆と硬筆で指導し
ます。段級の認定・検定試験
も受けられます。
第1･2･3(土)10:30〜14:00
月額4,650円

ピアノに合わせて親子いっしょに体
で音楽を感じましょう。対 象年齢に
合わせたきめ細やかなカリキュラム
で楽しみながら音 楽 の 基 礎 的 な要
素を身につけます。

全2回
52,800円(税込)
4,620円(税込)
5,500円(税込)

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募 集 し て い ま す。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

平野みさ子

加藤里美

※一部、
割引対象外の講座あり。
※他の割引との併用は出来ません。

講師募集

Jr.書き方・書道【幼児〜中学生】

①【1〜3歳】
ドレミでルンルン♪②【首が座ったら〜
1歳未満】
リトミック

1,000 円 割引

5/17・31
（日）

えんぴつ・毛筆習字 【年中〜】
「正しい鉛筆の持ち方」
できていますか。正しい
字形、美しい文字はこど
もの時からの鉛筆の持
ち方が大切です。筆順も
覚え、楽しく優しくご指
導します。
月3回(金)16:30〜18:00
月額4,500円

（税別）

日程

発行：十字屋Culture株式会社

ホームページ

入会金

受験料

こども新極真カラテ(3歳から)

はじめてのタップダンス

からも
体験・見学・受講等
事前のご予約を お申し込み承ります。
お願いいたします 検索 JEUGIAカルチャー

いい
ね！

ホームページ からもお申し込み承ります。

体験・見学も承ります!

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

全て10:30〜12:00

①相続の基本について、わかりやすく学べ
ます。
②子どもの教育費・住宅費･老後の生活費につ
いて不安を感じる方、
ぜひご参加ください。

5/18(月)10:30〜13:30 他、日程調整可

ご入会受付中

2/29(土)・3/16(月)・4/22(水)・5/12(火)

臼井秀尚

入会と受講のご案内

体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

お礼状やお祝い状、贈
り物に添える手紙な
ど、日々の暮らしや仕
事に役立つコツやポ
イントをお伝えしま
す。言葉を学ぶことで
メールなどのコメン
トもスムーズになる
講座です。

〜豊かなライフステージに向けて〜

コツさえわかれば掃除は簡単!洗剤・道具の
使い方から汚れの取り方など、汚れのレベ
ルや洗剤の知識を身につけます。

9,000円(認定料込)

手紙の書き方コンサルタント

2/27(木)・3/8(日)・5/23(土)

他、
日程調整可
13:00〜15:30

日本清掃収納協会
片付け収納マイスター１級認定講師

10:30〜16:30
他、
日程調整可
9,000円

身体整え教室代表
国際ウエルネス協会認定 MRTマスター

2/28(金)
3/30(月)
4/26（日）

片付け収納マイスター
2級認定講座

生前整理アドバイザー
凖1級認定指導員

10,500円(認定料込)

10:30〜12:30 他、
日程調整可

カリキュラム
︵抜粋︶

9,000円

※写真はイメージです。

3/16(月)・4/9(木)

身体整え教室代表
さとう式リンパケア公認 インストラクター

大関朋子

4/12(日)

10:30〜16:30

針と糸を使わず、人
形にリボンや布など
で洋服を着せ、自分
好みの可愛いルルベ
ちゃんを作ります。
4月はバレリーナの
チュチュルルベちゃ
んを作ります。

リンパケア初級講座

アロマの基本をはじめ、
高齢者の心身、ボランテ
ィアの心得などを学び
ます。オイルの作成・実
技を実践し、ボランティ
ア活動における体験談
などをお話します。すぐ
2/28(金)
に活動が始められるよ
3/30(月)
うご指導致します。
2/28(金)・4/19(日)・5/24（日）
・5/29（金） 4/26（日）
13:00〜16:00
他、
日程調整可
5,100円
6,000円(修了証込)
10:15〜12:45

生前整理アドバイザー
2級認定講座

マダム・ロゼ主宰

中島バレエスクール（3歳から大人）

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

新規

西川侑希

2/24(月祝)
3/30(月)・5/24（日）

（教材費・認定料込）

3/18(水)

野村美枝

現場経験豊富な講師と一
緒に実例を踏まえ、お片
づけの基本を学びます。
片付けられない心理の理
解、整理法、収納方法など
について学びます。

全2回35,000円

手相鑑定士

加納江利子

生前整理とは究極の
お片づけ!今までの人
生を振り返り、より豊
に生きるために「物・
心・情 報」を ス ッ キ リ
整理しましょう。

10:30〜18:00

貴生

竹内由比子

介護の現場ではレクリエーションサ−ビスが重
要視されてきています。当資格は介護や高齢者に
対する基礎知識を学び、自分の趣味や特技を活か
した介護レクリエーションを企画・提案・実施で
きるようになることを目的としています。介護業
界に興味のある方や
ボランティアをした
い方にお勧めです。

4/12・26(日)

開

セルフ美容鍼＆顔ツボ押し

竹内政子

雅子

よくわかる開運手相入門

一生使える
ひとこと手紙術

一般社団法人日本アクティブ
コミュニティ協会認定講師

林

〜手相を変えて未来をきりひらく〜【全12回】

壊れた器の修繕「金継ぎ」

まで

2/26(水)・3/31(火)
4/19(日)

1,500円

ルルベちゃん®の
バッグチャーム

TCトレーナー認定講師
誰でも簡単にカラーセラピーができるマニ
ュアルと１４本のカラーボトル付の講座。人
を癒すことを目的に考えられたカラーセラ
ピーシステムなので、サロンなどでもすぐに
メニューに加えていただけます。ＴＣマスタ
ーカラーセラピストも受講可。

3/10・24(火)

千種店初開催！鍼灸師が教える
つむぎ鍼灸院 鍼灸師

講座案内

第2･4(火)13:30〜15:00 全12回30,600円

千種店初開催！

パーソナルカラー＆骨格診断

春期号

お申し込み受付中です

泰

2,100円（税込）

2020

︽お電話・店頭・WEB にてご予約承ります︾

井上

多摩美術大学卒業
新美術協会会員

第3(水)
10:30〜12:00
全6回15,000円

第2･4(金)
13:30〜15:30
月額3,200円

2,600円

800円（税込）

「みんなの木」主宰開運アドバイザー

なりたい自分になる「運を呼ぶ手相」のつく
り方講座で人生を変えてみませんか?手相
の初心者の方に
も基礎から丁寧
に実践鑑定でき
るまでご指導い
たします。

シンプルな絵に素
朴な言葉を添えて
みましょう。ヘタで
いい、ヘタがいい絵
手紙です。

縮めんの小さな
布を縫い合わせ
て 花 や 鳥、動 物、
人形など作りま
す。お裁縫の苦手
な方でもやさし
く指導致します。

〜初心者から経験者〜

女性限定

愛犬健康管理士

石田季実枝

明るい色使いのハワ
イ ア ン キ ル ト。ハ ワ
イの植物がモチーフ
と な っ て い ま す。初
めての方でも無理な
くご自分のペースで
進 め て い け ま す。
資格取得可

デッサン教室

特別料金1,500円

ベーシック講座

ちりめんのお細工もの
桜桃舎主宰

亜蘭

保存版

愛犬を迎えたそ
の日から始める
アンチエイジン
グ の 方 法 を6回
の講座を通して
学びます。

1,600円

【全12回】

分かり易いカードを使用して日常的な問題を占っ
ていきます。神秘的なタロットとの出合いは心を豊
かにしてくれます。

愛犬のホームケア
矢野ヒロ

カリキュラムな
しの自由制作で
す。洋 人 形・和 人
形・ひ な 人 形・ぬ
いぐるみ・ネコな
どの動物人形・ポ
ーズ人形など各
種人形に対応で
きます。

2,600円

樹

ドイツ語教師

やさしいちりめん細工 さわやか絵手紙

ハワイアンキルト
伊藤由香

若林雪絵

3/10・24(火)

50円（税込）

書家

第2･4(月)
①10:30〜12:30
②13:30〜15:30
月額3,200円

1,200円
800円（税込）

タロット実占法

第2･4(火) 10:30〜11:30
月額5,000円

ペン字は、漢字の行
書と仮名の連綿の
仕方を覚え、筆文字
は、小 筆 を 使 っ て
「あ い う え お」か ら
はじめます。きれい
な文章などが書け
るよう目指します。

3/26(木)

初めてのドイツ語は楽しく
アルファベット
か ら 始 め ま す。
ド イ ツ、オ ー ス
トリアの文化に
も 触 れ、旅 行 に
行っても困らな
いレベルを目指
しましょう。

身につく美しいペン字･筆文字

タイ伝統工芸のカ
ービング。果物、石
けんがアートに変
身。ご 自 宅 の イ ン
テリアにご友人へ
のプレゼントに最
適です!

第2(金) 10:30〜12:30
月額1,700円

英会話ティーチャー

第1･3(金)
10:30〜11:45
11:50〜12:20 月額4,600円
特別料金
2/21・3/6・20(金)
1,500円

2,410円（税込） 【集合】12:45 樽見鉄道 本巣駅(岐阜県本巣市曽井中島680-11)

JHBS日本ハンギングバスケット協会認定
ハンギングバスケットマスター

【18歳〜】

Welcome!おもてな
しや現地でのトラブ
ルなどに使えるフレ
ーズを楽しみながら
少 し ず つ 学 び ま す。
いつからでも参加い
ただけます。

(小学生は保護者同伴、保護者の方も受講料が必要です)

花と緑のある暮らし、
季節を感じながら植
えて育てる楽しみを。
植えてからのお手入
れや土づくりなど、ガ
ーデニングのポイン
トをお伝えします。

平林美智代

清水弘樹

3/8（日）10:30〜12:30 6/7（日）12:45〜15:00

花と緑のある生活(くらし)

3/13(金)

300m樽見鉄道レールバス運転体験

対象年齢:小学生以上

ガーデニング
近藤さゆり

すぐに使える英会話

〜ローカル列車を走らせよう〜

【18歳〜】

体験・見学・ 入会

大人から子どもまで年齢
に関係なく、誰でも使う
ことが出来るお得な切符
の利用法などを知る「青
春18き っ ぷ」入 門。買 い
方や特徴、使い方を中心
に、実際に旅をしたから
分かる体験談やおすすめ
コースをご紹介。時刻表
を片手にゆっくり車窓を
楽しむ春旅の計画を!

少人数でスタート！現地でもＯＫ!

入会金不要

第1･3(金)①10:30〜12:00
②16:30〜20:30
［1回30分］月額5,200円
2/21・3/6・20(金)時間はお問い合わせください

オカリナ奏者・講師

優しい音を奏でるオカリナ。持ち
歩ける手軽さで、大好きな歌を奏
でられたら、どんなに楽しいこと
でしょう♪

第2･4(土)11:30〜12:30
月額3,600円
特別料金
1,500円

2/22・3/14・28(土)
1,800円

