ゼロから始めるボイストレーニング
黒野啓介

名古屋芸術大学院修了・
合唱指導・オペラ歌手

時間はお問合せください。

3/19（木）
2,000円（3月末まで）

第1・3(木)10:30 〜
グループレッスンの
『四季を歌おう』も
募集開始!

〜リストラティブヨガ〜

リラックスボルスターワーク
MITSUYO

ＹＭＣメディカルトレーナーズスクール
IHTA認定ヨガインストラクター

ヨガの道具を
使って身体を
委ねることに
より、究極のリ
ラックスを味
わうことがで
きるヨガです。

YURINO

①第1･3(月)13:00〜20:00
②第2・4(月)13:00〜19:30
③第1・3(火)12:00〜20:00
④月3回(月)13:00〜19:30
①〜③月額7,100円〜(税別)【1回30分】時間はお問合せください。
3,550円
④月額10,050円〜(税別)【1回30分】

〜シニア世代のヨガ〜

1,000円（3月末まで）

①月4回(金)②第1・3(金)
10:15〜11:30
①月額4,800円(税別)
②月額2,400円(税別)

新海友子

分院学院長

着る楽しみ、着せる喜び、
マ ナ ー も 身 に つ け、眠 っ
ているきものを目覚めさ
せては。

はな

鈴木美子他

プリザーブド、生花、
アートフラワーを使
い、
アレンジ・ブーケ・
リースなど、
楽しみな
がら学びます。

第2・4(木)
10:30〜12:30
月額4,000円(税別)

三遊亭笑くぼ(大須くるみ)

落語家・芸人・
パフォーマー

寄席感覚で落語や小ばなし、大道芸などの生の芸をご覧いただ
けます。舞台裏のここでしか聞けないこぼれ話もお楽しみ。お
腹の底から笑った後は、大須磯料
理まるけいの特別ランチで舌鼓!
お帰りは活気のある大須商店街
で散策も。

【集合】11:30 磯料理まるけい
(名古屋市中区大須3-43-1)

5/26（火）11:40〜14:00 4,800円（税込/食事代込）
「ほめ達!」入門編

職場や家庭が輝きを取り戻すには
重留紘治

平松采桂

10:30〜12:00
2,000円(税別)

コミュニケーション
心理アドバイザー認定講座

1,815円（税込）

500円（税込）

健康美マイスター認定講座

10:30〜14:00
3,000円(税別)

清掃マイスター
2級認定講座
日本清掃収納協会
清掃マイスター2級認定講師

竹内政子

生前整理アドバイザー
2級認定指導員

2/16(日)・4/29(水祝)・
5/28(木)・6/28(日)

9,000円(税別・認定料込）

10：30〜16：30
9,000円(税別)
10,500円(税別)(テキスト･認定料込)

さくら着物工房公認講師

ご入会受付中
体験・見学も承ります!

当社から、教室の出席確認や講座情報や
ホームページ からもお申し込み承ります。《お客様へ》
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し

検索 JEUGIAカルチャー

上げる場合がございますので、ご了承ください。

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］

13:00〜14:00
2,000円(税別)

整理収納アドバイザー
2級認定講座
高原智子 他

整理収納アドバイザー2級認定講師インテリアコーディネーター

【大府会場】2/23(日)・4/23(木)・6/25(木)
10:15〜17:30
【有松会場】3/1(日)・5/24(日)10:30〜17:45
16,000円(税別)
6,000円(税込)（テキスト・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。

300円(税込)

間取りプランナー
初級資格講座
武山侑揮

こどもアトリエ 【年少〜】
松原

一般社団法人
日本間取り協会認定講師

テレビにもご出演の 間
取り先生 監修の住みや
すい間取りを作れるよう
になる、初めて間取りに
特化した資格講座です!
新築やリフォームをご計
画の方など、どなたでも
ご受講いただけます。

得な

お

写実画壇会員

YUKAKO他

期間限定1,000円

フラメンコスタジオ
SOL Y SOMBRA主宰

スペインの香りを感じて体を動かし
ましょう。ストレス発散にも効果大
です。基礎から学べるクラスです。

5,000円(税別)（テキスト代・認定料込）

全2回

日本ペットシッター協会講師

アン・バレエ・アカデミー講師
柔軟な身体と美しい姿勢を身につ
けましょう。簡単なステップから本
格的な動きまで丁寧に指導します。
月4回(金)
①16：30〜17:20 月額4,600円(税別)
②17：30〜18:30 月額5,000円(税別)
③18:30〜19:30 月額5,600円(税別)

①年少〜年長②年長〜小2

※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。

【実施会場】イオンタウン有松
5/17＋5/31(日)10：30〜15：30
4,620円(税込)
52,800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。

①幼児(年少〜年長)
②児童(小1〜小3)
③児童中級(小4〜)

子供バレエ

こどもHIP HOP ③小3〜中学生
④ステップアップクラス（小3〜中学生）
HARUNA

HIP HOPダンスインストラクター

一人一人とコミュニケーシ
ョンをとり、楽しく、時には
厳しく指導していきます。
月3〜4回(土)
①15:00〜15:45②15:45〜16:45
③16:45〜17:45④17:45〜18:45
月額4,500円〜(税別)

〜紙のステンドグラス〜

令和二年も

地講座
全国ご当
ます!!
あり

facebook
あります!

ね！

いい

あります!

ローズウィンドウ
杉江百合香

光のアートOnde 〜
ローズウィンドウ認定講師

細かい幾何学模様を生み出す
事が醍醐味でもあります。

第1･3(金)13:00〜15:00
月額3,000円(税別)
1,000円（3月末まで）

ピラティスインストラクター

①②キッズプログラミング
③④ロボットプログラミング

①②
【小1〜小6】
③④
【小3〜小6】

2/23・3/22(日)

LOICX☆チアダンススクール
〜ENJOYクラス〜①幼児(年少〜年長)
②小学生
LOICX GIRLS☆公認チアディレクター

親子で楽しむ
タヒチアンダンス

月3回(水)18:00〜19:00
月額①【ペア】6,000円(税別)
②【お子様のみ】3,600円(税別)

CAKRA DANCE COMPANY 所属

月4回(木)18:20〜19:20
月額6,000円(税別)
1,000円（3月末まで）

1,000円（3月末まで）

優しいパステルアート
彩音

つまみ細工を楽しもう!
矢野由子 日本つまみ細工コーディネート協会認定講師

パステルアート講師

指で描くアートです。初め
ての方でも簡単に優しさ
あふれる絵が描けます。あ
なただけの絵を自由に楽
しく表現しましょう。

基本の丸つまみ、剣つま
みを中心に、いろいろな
組み合わせで作ります。

第2(金)13:00〜15:00 月額2,200円(税別)
13:00〜14:00

国際空手道連盟極真会館
愛知東南知多支部長 師範

極真空手の稽古を通し
て 技 術・体 力・感 受 性 を
磨きましょう。
月3回(木)
19:00〜19:50
月額4,500円 (税別)

踊る楽しさを伝えていきま
す。ストレッチから音に合わ
せて動き、様々な振り付けを
していきます。

1,000円（3月末まで）

第1・3(水)
①13:00〜14:00 ②14：00〜15:00
③【入門クラス】15:00 〜 16:00
月額3,100円(税別)

第2(水)13:30〜15:30
月額3,000円(税別)
2,000円（3月末まで）

4/1・15(水)
期間限定1,000円

カワイ体育教室専任講師
鉄棒・とび箱・マットなど、いろ
いろな運動を体験し、こどもの
運動能力、やる気を高めます。

月3〜4回(土)
①15:00〜15:50
②16:00〜16:50
月額5,040円〜(税別)

①親子フラダンス
②ケイキ(こども)フラダンス(入門)
③ケイキ(こども)フラダンス(初級)
フラ･オ･マハナ講師
月3回(火)①16:00〜17:00
②17:00〜18:00③18:00〜19:00
①月額3,750円(税別)※ペア料金
②③月額3,150円(税別)

期間限定①1,500円②1,000円

キッズ・ジュニア極真空手教室 【4歳〜
12歳】
堀田裕晴

講師

①0歳〜②年少〜小2③小3〜小6

月3〜4回(日)
①13:00〜13:50
②14:00〜14:50
月額4,086円〜(税別)

【年少〜】

【年中〜】

LUANA講師

3/18・25(水)

オカリナ奏者

1,100円（3月末まで）

明るいタヒチアンのリズムで
楽しみながらダンス!初心者大
歓迎!お子様だけの参加も可。

HIP HOP KIDS!

三宅良美

気軽に始められるオカリナは、
どの年齢層にもあう究極の脳
ト レ。体 に 優 し い 楽 器 で す。楽
譜が読めなくても大丈夫。楽し
く一緒に奏でてみませんか?

①幼児(年少〜年長)②児童(小1〜小6)

【4歳〜】

月額3,000円(税別)
月額3,150円(税別)
月額3,150円(税別)
月額3,150円(税別)
月額3,100円(税別)
月額3,150円(税別)

初心者から安心して楽しく笑
顔で踊れます。礼儀や挨拶も学
べます。

1,000円（3月末まで）

オカリナ教室

1,050円

1,000円

1,000円（3月末まで）

カワイ体育教室

①吉田凡太 ②塚本紫城 ③平松采桂
①第1・3(土)13:30〜16:30
月3回(金)15:30〜19:30
月3回(月)15:30〜19:30
②月3回(水)17:15〜19:15
第1・3(土)17:30〜18:30
③月3回(木)16:30〜19:00

第1・3(水)①17:00〜18:00②18:00〜19:00
第2・4(土)③15:30〜17:00④17:00〜18:30
月額3,000円 (税別)

IKUO

師範

1,000円

①ポンタ先生の書道教室
②たのしい習字教室
③こども書道教室

全米ヨガアライアンスRYT200
IHTA認定ヨガインストラクター

月4回(木)
①10:15〜11:15②11:30〜12:30
月額4,800円(税別)

第2･4(日)10:30〜12:00
月額4,000円(税別)
期間限定1,000円

①朝ヨガ
②シェイプアップヨガ
①ゆっくり呼吸しながら、カラダを動かしま
す。初心者や身体がかたい方も歓迎。
②ヨガのポーズに少し筋トレをプラス。体力
をつけたい方、身体を引き締めたい方、運動
を始めたい方におすすめ。

カリグラフィー
アルファベットの西洋書道
公益財団法人日本手芸普及協会

1,000円

下村美由紀

1,000円（3月末まで）

西田貴子

がらすあそびplum主宰

2/27・3/12・26(木)
1,500円

専用のペン先でアルファベット
を書き、季節のカードや作品を
制作しましょう。他のクラフト
にも応用がききます。

2/13・27・3/12・26（木)

1,000円（3月末まで）

JEUGIAカルチャー
人気シリーズ

おうちパンマスター
プティ・プレーリー〜パンとおやつの教室〜主宰

梅村千絵

第2・4(木)13:00〜14:30
月額4,000円(税別)

ストレッチでしっかり体をほぐし温めて
から、ピラティスのやさしいポーズで体
幹を鍛えていきます。

期間限定1,000円

ガラスで作るアクセサリーとトンボ玉
ガラスの棒をバーナーで溶かし、い
ろいろなアクセサリーを作ります。
綺麗なトンボ玉作りも楽しめます。

月3〜4回(月)
13:30〜15:00
月額3,300円〜(税別)

デジコロボプラスインストラクター

1,000円（3月末まで）

ＡＥＡＪ認定アロマテラピー
インストラクター

2/21・3/20(金)

麻理奈

タップダンスインストラクター

かんたん
焼き立ておうちパン
小原悠加

手づくり石けん教室
あかせまさみ

発行日：2020.2.7

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

美と健康のストレッチ

論 理 的 思 考 力 、創 造 力 、
問題解決力を育みます。
ＩＴ化社会で子供に学ば
せたい習い事です。

①1,150円②1,250円③1,400円

1,000 円 割引

OMOYAN

(公社)日本将棋連盟公認将棋指導員

第2・4(金)
17:30〜19:00
月額4,000円(税別)

（税別）

講師募集

【年長〜小6】

最近注目の将棋です。対局
を通し、自ら考える力と集
中力を身に付けましょう。

入会金

2日 間 の 受 講 で 環 境 省 が
定める動 物 取り扱い責 任
者(保管と訓練)に。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
国どこでも即開業可。

期間限定1,500円

こども将棋

または体

ピエロが教える
タップダンス教室

第2・4(木)10:30〜12:00
月額2,600円(税別)

第1(水)13:30〜15:30
月額2,000円(税別)
4/1(水)

にご入会
体験当験日
の方
し
な でご入会

1,000円

オーブン不要! 面倒な作業な
しの簡単パン作り。毎日お米を
炊くように、おうちで焼き立て
パンを食べませんか?

茶葉の特徴、歴史、マナー、アレンジ、
テーブルコーデなど基礎から楽しい
空間作りまで盛り沢山の内容です。

早割

6/13(土)10:30〜12:45

ティースクールPEONY主宰

高見澤勝利

2/18・3/3・3/17(火)

2/20・3/19(木)

(基礎コース)

発行：十字屋Culture株式会社

〒474-0053 愛知県大府市柊山町1丁目
98番地リソラ大府ショッピングテラス 2F

第3(金)13:00〜15:00
月額2,000円(税別)

第1・2・3(木)13:00〜14:15
月額5,400円(税別)

とっておきの紅茶教室

〜カラオケ〜歌って若返り♪歌謡教室

身近にある自然素材を使っ
て、保湿効果の高い自分だ
けの石けんを手作りしてみ
ませんか。

日本一楽しいタップダンス教室！
初心者歓迎！ 笑顔を届けるパフォ
ーマーのOMOYANが楽しくわかり
やすく教えます。

第2・4(水)13:00〜14:00
月額3,600円(税別)

薫

ピアノ講師

第1･3(火)10:15〜11:00
月額4,000円(税別)

はじめての美しく舞うフラメンコ

竹村

ベビー音楽教室 【0歳〜】
英語の歌を歌いながら、リズム
を取ったり、楽器に触れたりし
て、遊びの中で音楽と英語を楽
しんでいきましょう!

3/14・28(土)

【期間】
2020年

楽筆

ホームページ

英語で歌お♪
廣石円

第2･4(土)
16:00〜17:30
月額3,800円(税別)

!
割引 3/31㈫

ペットシッター士
資格認定講座

遼

基礎的なデッサンから、絵
の具や粘土を使ったり、幅
広い表現方法で感性を広
げていきます。

いい
ね！

10:00〜20:00

体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

介護福祉士

2/12・3/11・4/8・5/13・6/10(水)

入会と受講のご案内

〒474-0053 愛知県大府市柊山町1丁目98番地 リソラ大府ショッピングテラス 2F

MITO

JCAカイロプラクター

10:15〜12:15
①4,000円(税別)②3,000円(税別)
①11,000円(税別)②4,000円(税別)

整 理 収 納 の 法 則を
知りスッキリ暮らし
ませんか?一生モノ
のノウハウを楽しく
学びましょう。

生 前 整 理とは究 極 の
お片 づ け!まず自分自
身 の 物・心・情 報 を 整
理 し 未 来 が より 輝 く
為 の 一 歩 を 踏 み 出し
ましょう。

おうちでできる
パーソナルトレーニング

へたうま書

ジャンル豊富に170講座以上が集う 総合カルチャーセンター

0562-45-4971

期間限定1,000円

〜美姿勢教室〜

趣味のフラワーデザイン

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

3/25(水)

自宅で出来る美
ボディーづくり。
ゴムバンドを 使
って 、美 姿 勢 を
つくりイン ナー
マッス ルを 鍛 え
ます。

特許取得の手法でお手持ちの大切な帯を切
らずに縫い留めるだけで造り帯を完成させ
ます。着装も練習します。
袋帯又は名古屋帯：
3/5（木）
・4/5（日）
・5/7（木）
・6/23（火）
10:30〜15:00
6,000円(税別)
900円(税別)

1,500円(税別)

①13：30〜15：00②10：30〜12：30
①3,000円(税別)②3,500円(税込)
②3,500円(税込)

アクセサリーを身に
着けたおしゃれなセ
レブネコチャーム。キ
ーホルダーとしても、
4 本 脚 で自 立 する の
で イン テリアとして
もとっても可愛い!

河上妙子

生前整理アドバイザー
2級認定講座

コツさえわか れ ば 掃 除
は簡単！汚れのレベルを
知 り見 極 め ら れる 事 で
簡単に掃除でき、そのう
え資格も取れますよ！

9,000円(税別)

ペタルデュクール主宰

マナーOJTインストラクター

2/26(水)・3/28(土)
4/19(日)・5/26(火)・6/17(水)

10:30〜17:30
12,600円(税込)
8,000円(税込)（認定料・年間費・教材費込）

3/22(日)・4/11(土)・5/31(日)・6/14(日) 3/11・4/15(水)・
6/5(金)10:30〜13:30
10:15〜16:30
29,500円(税込)
5/22(金)13:00〜16:00
8,500円(税込)(認定料、発行事務手数料込)

古賀妙子

さくら造り帯

ソーシャルマナー3級
認定講座
誰もが身につけておきた
い社会で活躍するために
必要なマナーやコミュニ
ケーションを知識と実践
を交えてお伝えします。3
時間で履歴書に記載でき
る資格が取得可!

3/14・4/18・5/16・6/20(土)

竹内政子

10:30〜15:30
①3,000円(税別)②20,000円(税別)
②3,300円(税込)（認定料込）

久家由布紀

中医氣學ボディケア協会代表

からだにも様々
な体質タイプが
あることを学び
な が ら 、スト レ
ッチケアや体質
改善の方法など
を身につけまし
ょう。

日本心理療法士協会

コミュニケーシ
ョンのコツを掴
んで周りの人の
為に自分の為
に 楽 し く学 べ
る心理学です。

①色に言葉がついたカラータイプカードを使
って、新しい自分を楽しく再発見しましょう!
② 選 ぶ色には 意 味 が あ る!
色から人の心が分かるよう
になり、コミュニケーション
上手になれる資格です。

〜自分のからだの知識を高めよう〜

NPO法人IATH認定講師

ミリオンキャット

①2/29(土)・4/5(日)・6/8(月)13:00〜15:00
②3/15(日)・4/20(月)・5/16(土)・6/26(金) 2/17・3/16・4/20(月)・5/8(金)・6/20(土)

10:30〜12:30

村田久実

1,000円（3月末まで）

10:00〜20:00

まで

2/21・3/20・4/24・6/12(金)・5/9(土)

(公社)中部日本書道会理事

10:30〜11:30

バトントワリング

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ●

新規

4/22・5/13・6/10（水）

①講師認定講座
②フリーレッスン

一般社団法人
カラータイプ協会認定講師

さかい有美

3/7・6/6（土）

一般社団法人日本ほめる達人協会
特別認定講師

日本ほめる達 人協
会がお伝えする「ほ
める」の考え方を簡
単にお伝えします。
職 場でも家 庭 でも
すぐに活かせます。
たった9 0 分であ な
たもほめる達人に!

【18歳〜】

般若心経の解説を交え、経文を曼荼羅の形に写経
していきます。書くことで無心になって心を浄化
し、穏やかな気持ちに。

①数秘術と色を使ってイメージチェンジ
②〜オイル式手作り 万華鏡〜
万華鏡ワークショップ

週末の社交ダンス

お申し込み受付中です

迫力満点、目の前で楽しむ
落語とパフォーマンス

①カラータイプカードで自分発見!
②カラータイプアドバイザー

弘法大師ゆかりの地で写経に親しむ

楽筆

楽筆認定講師

1,500円（3月末まで）

︽お電話・店頭・WEB にてご予約承ります︾

現地講座

1,000円（3月末まで）

入会金
不要

1,000円（3月末まで）

第2・4(火)
11:10〜12:10
月額5,400円(税別)

1,000円（3月末まで）

10:30〜12:00
月額2,500円(税別)

1,000円（3月末まで）

JEUGIAご当地講座

保存版

楽筆(らくひつ)にはお手本はありません。
林真佐子 カラーカウンセラー
いろいろな技法を使って自由に書いていき
ます。毎回違った作品に出会えるのも楽し ① 生年月日からでた数と
色で自分自身を 知りまし
みのひとつです。
ょう。自分のアピール色で
イメージチェンジ！
② 数 秘 術、色 彩心 理をテ
ーマに作るオイル式万 華
第3(木)
鏡！プチセッション付。

第3(土)
10:30〜12:00
月額1,600円(税別)

1,000円（3月末まで）

〜芸どころ大須「落語で笑福」〜

第1・3(火)
10:15〜12:15
月額3,000円(税別)

中村仁音

講座案内

海外旅行に役立つ
英会話を学びま
す。海 外 で 役 立 つ
情報もお伝えし
ます。

人生を豊かにし、紙とペンの
みですぐ始められます。持て
る感性を磨きましょう。

NFD本部講師、審査員、
国家1級フラワー装飾技能士、池坊准教

春期号

HIPHOPの基礎から丁寧
に 教 え て い き ま す。ダ ン
スを全くやったことのな
い方もぜひどうぞ。

ライジングサン ランゲージスクール講師

趣味のフラワーデザイン へたうま書

KAHANA

2020

CAKRA DANCECOMPANY所属

シーン別、ゆっくり学ぶ
旅行英会話

俳人協会会員・若竹同人
東海俳句作家会選者

1,000円（3月末まで）

MARIKO

1,000円（3月末まで）

重留香苗

1,000円（3月末まで）

ハワイの伝統文化で
あるハワイアンキル
トの歴史を学びなが
ら、楽 し く 作 品 を 作
りましょう。

①第2･4(火)13:00〜15:00
月額3,100円(税別)
②月4回(火)13:00〜15:00
月額5,200円(税別)
③第2･4(水)19:00〜21:00
月額3,100円(税別)

第2・4(日)
13:00〜14:10
月額3,000円(税別)

楽しい俳句教室

健康麻雀事業いかさぽ専任講師

HAPPY HIP HOP

月4回(金)
20:00〜21:00
月額6,000円(税別)

〜初心者のための〜

第1・3(月)
10:15〜12:15
月額3,700円(税別)

楽しく学ぶ着付けとマナー ハワイアンキルト
装道礼法きもの学院

1,000円（3月末まで）

親切丁寧に指導
いたしますので、
初心者の方も大
歓 迎!。友 達 作 り
にも最適です!

緊張と弛緩を繰り
返 し、シ ン プ ル な
ポーズで深めま
す。セ カ ン ド ラ イ
フを活き活き過ご
すことで心の健康
へと繋がります。

第2・4(火)
19:30〜20:45
月額3,000円(税別)

ウクレレの優しい音
色を奏でながら歌っ
て み ま せ ん か。初 め
て で も 大 丈 夫。基 本
からしっかり楽しく
レッスンします。
第2･4(木)
①11:00〜12:00②12:15〜13:15
③13:30〜14:30 月額3,000円(税別)

藤田英城

米国クリパルセンター公認ヨガ教師・
全米ヨガアライアンス認定(ＲＹＴ200)

カレオオラカ イイアパナ講師
休日にフラを踊
ってリフレッシ
ュ！ 心 地 よ い
ハワイアンに合
わせて手足を動
かせばストレス
発 散、健 康 増 進
に効果的！

レディース麻雀教室

シンプルに深めるヨガ
麻生美有紀

Ian Shiroma ウクレレ教室
アシスタント・インストラクター

イキイキ!ワクワク!
フラダンス

体験・見学・ 入会

①第1･3(水)16:30〜21:00
②第1・3(木)12:30〜16:30
月額7,100円〜(税別)【1回30分】
②

淺野淑子

名古屋二期会準会員・
コンサートグループ「花の詩」会員・
名古屋音楽大学付属音楽アカデミー声楽講師

歌うと喉が痛い、高音が出
し辛い、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。
ジャンル問わずご希望に
沿ってレッスンします。

基礎から楽しくレッスン出
来、
歌うことがもっと好きに
なれます。
自分に合った歌、
歌
いたい歌も見つけられます。

①

①やさしいウクレレ
②はじめてのハワイアン・ウクレレ
③ハワイアン・ウクレレ 中級

ボイストレーニング

1,000円（3月末まで）

ジュニア テコンドー (JTA)【小学生〜
中学生】
辻

日本テコンドー協会三段
愛知県テコンドー連盟事務局長

陽介

アクションスターみたいな
カッコいい技も習えます!
お子様の礼儀教育や護身に
も効果的です。親子での受
講も可。

月3〜4(土)13:00〜14:30
月額3,900円〜(税別)
2/29・3/7・14・21(土)11：00〜12：00

期間限定1,000円

楽しいきりえ
安藤一代

きりえ講師

きりえを生活に取り入
れ季節を楽しみます。
和紙の美を体験しま
しょう。
第2・4(水)
10:30〜12:30
月額3,000円(税別)

1,000円（3月末まで）

