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●一流の講師とすばらしい仲間
この他にも多彩な講座があります!!裏面と講座一覧もご覧ください。

〒496-0027　愛知県津島市大字津島字北新開351　TEL 0567-22-3711（代）

ヨシヅヤ津島本店シネマ館2階

カルチャー 検 索https：//culture.gr.jp

NEW NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW NEW

NEW NEW 新規生 新規生 新規生

6回コース

年中～小学生

幼児～大人

小学生以上

小１～大人

おすすめ おすすめ おすすめ

スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル

家族で使える
オンライン英会話

詳しくは https://www.cloudt.jp/

■1回10分～ ■無料トライアルレッスンあり
●講師／クラウティ専属外国人講師

120ポイントプレゼント！（通常60ポイント）
ご継続の場合は20ポイントプレゼント（通常10ポイント）
※1ポイントは10分レッスン1回分（発行より3か月間有効）

スタンダードプラン （１日最大2回） 4,950円（税込）～
プレミアムプラン  （１日最大4回） 8,800円（税込）～

店頭で新規お申込みの場合、
★祝10周年・Wポイントキャンペーン★

おかげさまで10周年！キャンペーン開催（5/1～8/31）

WEB申込の場合はご来店特典対象外となります。

カルチャー店頭で申込可（現金でのお支払いのみ）

マンツーマン
幼児～大人

クラウティ

在宅
レッスン

(一部除く)

ALOHAの想い

水曜夜のフラダンス
ゆったり優雅に美しいフ
ラで感性を磨きながら心
身を柔軟にして楽しみま
しょう。初めての方から
経験者まで大丈夫です。

●第2・4（水）
　19:00～20：15
●受講料 4,840円
　教材費別途

無料体験
5/24・6/14（水） 講師  祖父江　麻紀

中国古代文字書会

篆書を書く
篆書を絵を描くよう
に楽しく書く講座で
す。集中して筆を運
ぶことで達成感を
味わって頂けます。
緊張せず自分だけ
の作品が作れます。
●第4（土）
　10:30～12:30
●受講料 2,500円
　教材費 550円 無料体験

5/27・6/24（土）
教材費550円講師  伊藤　雲峰

骨盤を整え体幹を鍛えて痩せる！

バランスボールエクササイズ
ボールを使ったストレッチ・筋
トレ・有酸素運動で体幹を
鍛え体力と筋力の向上を目
指します。骨盤を整え女性
特有の不調を改善しながら
瘦身も期待できます。
●第2・4（金）
　10:30～11:45
●受講料 4,400円
　教材費別途

無料体験
5/26・6/9（金） 講師  水口　涼子

おうちすっきり！心のすっきり！

断捨離®実践講座
テレビ番組でおなじみの
新片付け法。６ヶ月で家
の中を総チェック。住ま
いを整えると人生が整い
ます。

●第1（火）
　13:00～15:00
●受講料 2,970円
　教材費別途

6/6（火）
スタート 講師  わらや　まゆみ

初めてさん集まれ！

楽しく韓国語入門
まずは基本の読み書き
の基礎から学んでいきま
す。ネイティブ講師の発
音を聞きながら楽しく韓
国語を勉強しましょう。

●第１・３（木）
　20:00～20:50
●受講料 5,000円
　教材費別途

無料体験
6/1・6/15（木） 講師  梁　志淑

脳がいきいき若返る！

脳トレピアノ®
１本指からでも大丈夫。
音楽を通して楽しみな
がら健康寿命をのばし
ましょう。
●第1・3（木）
　10:30～12:00
●受講料 5,000円
　教材費 220円

無料体験
6/1・6/15（木）

講師  富田　葉子

紅茶をもっと楽しむ！

気軽にティータイム
紅茶はコツさえつかめば気軽
に美味しく淹れることができ
ます。美味しい淹れ方やアレ
ンジ方法・産地別の特徴など
実践を通して楽しく学びます。
●第3（水）
　10:30～12:00
●受講料 2,750円
　教材費 1,100円

無料体験
6/21・7/19（水）
教材費1,100円 講師  井藤　久美子

海外旅行をもっと楽しもう！

Happyトラベル英会話
コロナ以前の生活を取
り戻しつつある昨今。久
しぶりの海外旅行がより
楽しくなる為の英会話
レッスンです。
●第1・2・3（月）
　10:30～11:30
●受講料 7,260円
　教材費別途

無料体験
5/29・6/5（月）

講師  Natsuki

自然素材で癒しを！

ソラフラワー
タイ王国の植物「ソラ」の
茎から取れた1枚のシートか
らお花を作り、1レッスンで1
作品の花束やアレンジを作
り上げます。
●第3（日）
　10:30～12:30
●受講料 2,200円
　教材費別途

無料体験
6/18（日）

教材費500円 講師  Ryuzu Garden

あなたのこころをあたためる

フリーダムクラフト
組紐やマクラメ・ビーズ刺繍な
ど、初めての方からレベルに合
わせて進みますので安心。脳
のリラックス効果あり。楽しい
手作りの時間を過ごしましょう。
●第3（木）
　10:30～12:00
●受講料 2,700円
　教材費別途

無料体験
7/20（木）

教材費1,750円 講師  今井田　志保

明るい心理学

幸せボイスを心から感じるセミナー
アドラー心理学の勇気
づけをベースに楽しくお
しゃべり。愛と勇気・笑顔
であなたの心のコップを
いっぱいにします。
●第3（木）
　13:00～14:30
●受講料 2,700円
　教材費別途

7/20（木）
スタート

講師  今井田　志保

カラダにいいことをしよう！

日常生活で役立つトレーニング
なぜ不調が起きるのか。
どんな動き方で負担が
軽減されるのか。姿勢と
身体の使い方をビフォー
アフターを交えながら学
び運動をしていきます。
●第2・4（水）
　13:30～14:30
●受講料 4,840円

無料体験
5/24・6/14（水） 講師  酒井　茂宏

簡単素敵なインテリア雑貨

グラスアート
ガラスやアクリルの素材に
接着テープ状に加工された
鉛線とカラーフィルムを貼っ
て作ります。ステンドグラスの
ような作品に仕上がります。
●第2（火）
　10:15～12:15
●受講料 2,750円
　教材費別途

無料体験
6/13・7/11（火）
教材費2,200円 講師  酒居　さわこ

脂肪燃焼！ダイエット

シニアバレトン
初心者や運動が苦手な方
でも大丈夫。フィットネス・
バレエ・ヨガを一度に体感
できます。汗をかきましょう。
●第2・3・4（金）
　14:00～15:00
●受講料 6,050円

無料体験
5/26・6/9（金）

講師  三浦　あかり

声帯を鍛えて健康に

声楽・発声レッスン
クラシック音楽をベースに発声
の基本を身に付け、歌うことの
楽しさを感じられるように指導し
ます。ピアノの弾き語りを学び
たい方も対応いたします。
●第1・3（木）
　13:00～20:30
　30分要予約
●受講料 4,660円
　教材費別途

無料体験
6/1・6/15（木） 講師  杉浦　育子

似顔絵のコツ教えます！

似顔絵教室
顔を描くのが苦手な
方も安心！コツを学ん
で人を喜ばす似顔絵
を描いてみよう！
●第2・4（土）
　10:15～12:15
●受講料 4,240円
　教材費別途

無料体験
5/27・6/10（土）
教材費1,100円 講師  日比野　将之

初心者クラス

オカリナ・セラリーナ入門
オカリナが全く初め
ての方向けの入門
クラスです。持ち方・
指の動き・吹き方な
ど基礎を学んで楽し
く奏でましょう。
●第1・3（月）
　12:05～12:45
●受講料 3,000円
　教材費別途

無料見学説明会
5/29（月）

11:45～12:15講師  Ｓｅｉｋｏ

骨盤ケアで痩せやすい身体に！

美姿勢教室
体の歪みを整えながら、
筋力アップで太りにくい
体を作ります。肩こり・腰
痛・浮腫み対策にもおす
すめです。

●第1・3 （月）
　16:00～17:00
●受講料 4,840円

無料体験
5/29・6/19（月）

講師  Mito

レースのようなペーパーアート

パーチメントクラフト
1枚の紙から清楚
で繊細なレース模
様の作品を作りま
す。基本のテクニッ
クを習得していなが
ら素敵な作品作り
を楽しみましょう。
●第1・3（水）
　10:15～12:15
●受講料 4,400円
　教材費別途 無料体験

5/31・6/7（水）
教材費1,100円講師  早川　裕子

木彫りでかわいい野鳥

バードカービング
電動工具を使い、木
を削りアクリル絵の
具で彩 色し、本 物
そっくりに作っていき
ます。
●第１・3（月）
　10:30～12:30
●受講料 4,400円
　教材費別途

無料見学会
5/15・6/19（月）
11:00～11:30講師  石黒　茂

エコロジーを学ぶ

はじめてのクラフトバンド
エコなクラフトバンドでおしゃ
れで可愛いカゴ・バッグ・小
物を作っていきます。基本
からお教えいたしますのでお
うち時間も楽しくなりますよ！
●第2・4（水）
　10:30～12:30
●受講料 4,620円
　教材費別途

無料体験
5/24・6/14（水）
教材費1,100円 講師  三澤　智子

たのしい！！

子ども和太鼓教室
和太鼓を力強く叩く
ことでリズム感・集
中力を養い仲間と
一緒に和楽器を楽
しみましょう！
●第1・3（水）
　18:00～19:00
●受講料 4,240円
　教材費別途

無料体験
5/31・6/21（水）講師  野口　千恵

紙を使って立体的に

季節のペーパーデコレーション
画用紙を使って素敵な
花を立体的に作ってい
きます。出来上がった作
品はお部屋に飾ったり
プレゼントにも。
●第3（火）
　13:00～15:00
●受講料 2,500円
　教材費別途

無料体験
6/20・7/18（火）
教材費1,500円 講師  佐藤　栄美

涼しげなグリーンインテリア

観葉植物で寄せ植えアレンジ
土に植えないんです。驚
いてください。虫も湧きに
くいのでお部屋に取り入
れやすい寄せ植えです。
●①6/18（日）
　②7/5（水）
　13:00～16:00
●受講料 2,250円
　教材費 5,000円

登録事務手数料不要

講師  佐藤　亜記代

初心者の疑問質問大歓迎！

バス釣りの始め方
興味があってもわからないこと
だらけで二の足を踏んでいる
方向けの「釣りを知る」為の
講座です。貴方もきっと釣り
に行きたくなりますよ。
●6/11（日）
　10:30～12:30
●受講料 2,000円

登録事務手数料不要

講師  山田　慎也

スパイスの効能で夏を元気に乗りきろう

夏の薬膳スパイスカレー作り
暑い夏を乗り切るための
薬膳食材を使って本格ス
パイスカレーを作りましょう。
インドのスパイスサラダとコ
コナッツミルクプリン付。
●7/29（土）
　10:30～13:00
●受講料 2,750円
　教材費 2,500円

登録事務手数料不要

講師  高山　恵美

心を整える

パステル曼荼羅アート
パステルカラーを使っ
て心を穏やかに曼荼羅
画を描いてみましょう。
日常を忘れ思いのまま
に描き、心を穏やかに
鎮める時間を楽しみま
しょう。
●6/26（月）
　10:30～12:30
●受講料 2,200円
　教材費 1,430円

登録事務手数料不要 講師  Rita

夏祭りにサクッと着こなす

おでかけ浴衣着付け
今年の夏はサクッと浴
衣を着て是非おでかけ
してみましょう。夏祭り
も一層気分が上がっ
て楽しめちゃいますよ。
●7/29（土）
　13:30～15:30
●受講料 2,000円

登録事務手数料不要

講師  横井　洋子



講　座　名 講　　師 曜日 時　　間 受講料（1 ヶ月）
基礎から学ぶ

楽 し い 洋 画 教 室
一水会委員 日展会友

相馬　順子 木②④ 13:30〜15:30 5,340円
教材費550円

日 本 画　 水 彩 画
名古屋芸術大学日本画科修了

森　　紫園
土①③ 10:30〜12:30 5,340円

教材費別途

基礎から豊かな表現へ

デッサン・水彩・色鉛筆 水②④ 13:00〜15:00 4,840円
教材費別途

美術系

学 校 受 験 対 策
デ ッ サ ン 講 座

写実画壇会員
名古屋芸術大学卒業

松原　　遼
火
①
③

2時間
コース ★18:00〜20:00 4,840円

教材費550円

3時間
コース ★18:00〜21:00 7,260円

教材費550円

自由に描ける

水 墨 画
水墨画講師

柴田　竜男 金②④ 10:30〜12:30 4,840円
教材費別途

六谷春樹の型紙遊び＆切り絵楽心

伊勢型紙＆切り絵教室
日展会友
伊勢型紙保存会縞彫会員

六谷　春樹
水② 10:30〜13:30 3,630円

教材費別途

描いてみよう！

初めてのオリジナル絵本
（12 回コース）

絵本作家
ながおたくま 月①③ 14:00〜16:00

4,950円
教材費3,500円

（初回のみ）

すぐに役立つ！

風 景 画 講 座 画家＆似顔絵師
日比野将之

水
①
③

小学生
〜大人 ★18:00〜19:30 4,410円

教材費200円

似顔絵のコツ教えます！

似 顔 絵 教 室 土②④ 10:15〜12:15 4,240円
教材費別途

基礎から始める

仏 像 彫 刻
佛師

安達　憲照 日② 10:30〜13:30 3,630円
教材費別途

実用書道

筆ペンからはじめよう
毎日書道展会員
中部日本書道会委嘱大書心会常任理事

丹羽　彩霞
土①③ 13:30〜15:30 5,000円

教材費別途

きれいな文字レッスン

実 用 ペ ン・書 道 桃花会理事
桑山　久恵

金②④ 13:30〜15:30
4,400円
教材費別途美文字を書こう!

筆ペン・ボールペン教室 月②④ 13:00〜15:00

中国古代文字書会

篆 書 を 書 く
雪心会会員 読売書法展・評議員

伊藤　雲峰 土④ 10:30〜12:30 2,500円
教材費550円

心躍る

吉 祥 花 文 字 教 室
花文字ソムリエ協会公認講師 公認作家

伊藤　鈴代 金②④ 13:30〜15:00 4,950円
教材費別途

「なんかいい！」が、「なぜかいい！」

奏 筆Ⓡ（か な ふ で）
奏筆Ⓡ協会代表

馬淵　将樹 土② 10:30〜12:00 2,640円
教材費1,160円

クセ字が魅力に変わる

魔法の筆文字 伝筆
一般社団法人伝筆協会認定伝筆講師

今井　裕子 水④ 13:30〜15:00 2,670円
教材費1,100円

誰でも楽しく描ける

己 書 道 場
日本己書道場 己書公認道場師範

「桜咲（サクラサク）道場」代表
藤山　恵子

木③ 13:00〜15:00 2,420円
教材費550円

大人レアな習い事。心豊かな時間

素敵♥可愛い花咲く書道Ⓡ
花咲く書道Ⓡ認定講師

Misako 日② 10:30〜12:00 2,200円
教材費2,200円

心穏やかなひとときを

写 経 と 法 話
津島牛玉山 観音寺住職

長谷川快真 火② 13:30〜15:00 2,200円
教材費310円

楽しく脳トレ！

レディース健康マージャン
日本プロ麻雀連盟所属

寺戸　孝志 火①③ 10:10〜12:10 5,340円

脳のトレーニングにも最適

将 棋 教 室
棋道師範
日本将棋連盟公認将棋指導員5段

熊谷　春海
土
②
④

年中〜
大人 14:30〜16:30 4,840円

話術で人を引きつける

落 語 を 楽 し む
落語家

平々亭青馬 火②④ 15:15〜16:45 4,240円

あるべき方向に導く

自分を知るための心理学
Nakayama Takuto`s counseling代表

中山　拓人 土④ 13:30〜15:30 2,640円
教材費2,400円

明るい心理学

幸せボイスを心から感じるセミナー
明夢創工房～あむそうこうぼう～

今井田志保 木③ 13:00〜14:30 2,700円
教材費別途

デジタル一眼写真講座 祭写真家 日本広告写真家協会正会員
デン　　真 土④ 10:15〜11:45 2,970円

釣りをより楽しむ為の

ハンドメイドルアー入門
（6 回コース）

ハンドメイドルアー製作工房TOP ONE代表
内水面公認インストラクター

山田　慎也
日
②

中学生
〜大人 10:30〜12:30 2,750円

教材費1,500円

タロット占いで人生を豊かに

らくらくタロット占い
グローバル・パームリーディング協会代表

Toshi （とし）
日
① 中学生〜 13:00〜14:30 2,970円

教材費720円

顔は口ほどにものを言う

１からわかる人相学
グローバル・パームリーディング協会顧問

あまり 日① 10:30〜12:00 2,970円
教材費720円

二十四節気から読み解く

季節の養生と薬膳おやつ
漢方ナチュラルkitchen主宰

髙山　恵美 水④ 13:30〜15:00 2,750円
教材費800円

飾 り 巻 き 寿 司 川澄飾りずし協会 飾り巻きずし公認講師
牛田　純子 月③ 10:15〜12:00 2,640円

教材費2,200円

ときめく心をクッキーへ

アイシングクッキー
JSAアイシングクッキー認定講師

Runa 土④ 13:00〜15:00 2,420円
教材費2,000円

紅茶をもっと楽しむ！

気軽にティータイム
日本紅茶協会認定ティーインストラクター

井藤久美子 水③ 10:30〜12:00 2,750円
教材費1,100円

誰にでも合わせられる手技を学ぶ

アロマハンドマッサージ実践 日本アロマコーディネーター協会
認定講師

粟田　美和

木④ 10:30〜12:00 3,300円
教材費別途

香りで心とからだを癒す

アロマテラピー入門 木④ 13:00〜14:30 2,670円
教材費別途

やさしく楽しく作る

俳 句 入 門
「伊吹嶺」同人・インターネット部長
俳人協会会員

国枝　隆生
木② 13:00〜15:00 2,420円

教材費110円

おうちすっきり！心のすっきり！

断捨離®実践講座
（6 回コース）

やましたひでこ公認 断捨離®トレーナー
わらや まゆみ 火① 13:00〜15:00 2,970円

教材費別途

日本人講師が丁寧に教える

話したくなる英会話 Active English 講師
折居　和美

土 
①②③ 13:30〜14:30 7,260円

初回テキスト代

日本人講師が丁寧に教える

話したくなる英会話 Basic
土 

①②③ 14:45〜15:45 7,260円
初回テキスト代

海外旅行をもっと楽しもう！

Happyトラベル英会話
NCS English School 講師

Natsuki
月 

①②③ 10:30〜11:30 7,260円
教材費別途

家族で使える
オンライン英会話クラウティ
（マンツーマン在宅レッスン）

クラウティ
専属外国人講師

全曜日
（別途休講日あり）

8:00〜24:00
※プランにより異なります
（1回10分～）

4,950円〜
※ご来店申込特典あり

（詳細は店舗に
お問合せください）

ゆっくり、楽しく

韓 国 語
ハングル語学堂専任講師

李　　善姫
月
②
④

入門 11:00〜12:00 4,840円
初回テキスト代別途

初級 12:00〜13:00 4,840円
初回テキスト代別途

中級 13:00〜14:00 4,840円
初回テキスト代別途

初めてさん集まれ！

楽しく韓国語入門
HaHaHa韓国語学院講師

梁　　志淑

木①③ ★20:00〜20:50 5,000円
教材費別途

た の し い 韓 国 語
金 ★19:35〜20:55 7,850円

初回テキスト代別途

土 ★19:35〜20:55 7,850円
別途テキスト代

講　座　名 講　　師 曜日 時　　間 受講料（1 ヶ月）
新規生募集

木彫りでかわいい野鳥

バードカービング
中部バードカービング協会事務局長

石黒　　茂 月①③ 10:30〜12:30 4,400円

壊れた器が蘇る

金 継 ぎ
栗原蘇秀監修漆芸伝承の会認定講師

駒田　育代 水① 10:10〜12:40 3,780円

おしゃれな癒しの空間を

ス テ ン ド グ ラ ス
ピアステンドグラス工房代表

伊藤　麻衣 火①③ 10:15〜12:15 5,280円

簡単素敵なインテリア雑貨

グラスアート
日本グラスアート協会認定講師

酒居さわこ 火② 10:15〜12:15 2,750円

ミニチュアサイズの和裁着物

ミ ニ 姫 き も の
古裂美術工房

櫻井　峰代 木②④ 13:00〜15:00 4,450円

ブーム到来♡夢中＆ワクワクの時間

リボン資格取得コース
（6 回コース）

マナコフラワーアレンジメント教授
M-style Luxe認定講師

小島美佐子

土② 10:30〜12:00 2,420円
教材費3,000円

資格講座「大人の為のリボン」

心ときめくリボン教室 日② 13:00〜14:30 2,420円

あなたのこころをあたためる

フリーダムクラフト
明夢創工房～あむそうこうぼう～

今井田志保 木③ 10:30〜12:00 2,700円

おしゃれな

簡単がまぐちバッグ
Bag作家

近藤実由紀 水① 13:00〜16:00 3,630円
教材費500円

革の彫刻に挑戦！

はじめてのレザーカービング レザークラフトショップ
「Eighteen Leather」代表

渡邉　剛史

土④ 10:30〜12:30 2,750円

革小物作りで基本を学ぶ

はじめてのレザークラフト 木①③ 10:30〜12:30 4,840円

没頭できる最新アート

S
シャイン

hine C
カービング

arving
Expert Shinecarver SC認定
インストラクター

yaccha
火④ 10:10〜12:10 2,420円

タイの伝統工芸

ソープカービング
マダム・ロゼ主宰

野村　美枝
火
① 初級 10:10〜12:10 2,970円

エコロジーを学ぶ

はじめてのクラフトバンド
一般社団法人 クラフトバンド
エコロジー協会認定講師

三澤　智子
水②④ 10:30〜12:30 4,620円

簡単!手作りアクセサリー

グ ル ー デ コ®
一般社団法人
日本グルーデコ協会認定講師 ラピスラズリ

Chieko
金② 10:30〜12:30 2,670円

小さな布から作り出す

可愛いつまみ細工
日本つまみ細工コーディネート協会認定講師

服部　加世 金③ 10:30〜12:30 3,630円

消しゴムはんこ技能認定初級

消しゴムはんこ教室
JESCA認定インストラクター
はんけしくんインストラクター

栗原　恭子
火④ 13:00〜16:00 2,750円

奥行のある立体ペーパークラフト

３　D ア ー ト
財団法人日本手工芸指導協会師範

深江久美子 火② 13:00〜15:00 2,310円

新規生募集
レースの様なペーパーアート

パーチメントクラフト
Wの空間&IPCA認定講師

早川　裕子 水①③ 10:15〜12:15 4,400円

自然素材で癒しを！

ソラフラワー
フラワーデザイナー

Ryuzu Garden 日③ 10:30〜12:30 2,200円

紙を使って立体的に

季節のペーパーデコレーション
ペーパーデコレーション協会認定講師

佐藤　栄美 火③ 13:00〜15:00 2,500円

うたいましょう　美しい歌・心の歌

う た ご え 教 室
名古屋二期会会員

石田　裕美

水①③ 10:15〜11:30 4,950円

ヴォイストレーニング

声とからだと歌のレッスン
月②④

10:15〜11:15 4,950円

30分個人レッスン

ボイトレ・声楽レッスン 11:30〜14:00 5,940円

30分個人レッスン

歌 の レ ッ ス ン 名古屋音楽大学卒業
杉浦　育子

日
①
③

年長〜 10:30〜16:00 4,660円
教材費別途

声帯を鍛えて健康に

声楽・発声レッスン
木
①
③

幼児〜
大人

13:00〜20:30
30分要予約

4,660円
教材費別途

30分個人レッスン

箏曲と地唄三味線
箏・三絃奏者

佐藤　亜衣 金①③ 10:15〜13:15
30分要予約

6,660円
教材費別途

楽しく弾いて歌いましょう

初 め て の 三 線
三線講師 Rita主宰

Rita 月②④ 13:30〜14:30 5,330円
教材費330円

はじめよう

ハ ー モ ニ カ 日本ハーモニカ芸術協会公認指導員
服部　早苗 木②④

14:30〜16:00 4,660円

30分個人レッスン

初歩のハーモニカ
13:00〜14:30

30分要予約
4,950円
教材費別途

初心者クラス

オカリナセラリーナ入門 名古屋芸術大学卒業 オカリナセラリーナ講師
Seiko

月①③ 12:05〜12:45 3,000円
教材費別途

ゆったり学べる

癒しのオカリナ・セラリーナ教室 月①③ 10:15〜12:00 4,660円

楽しく学んで楽しく吹こう

サ ッ ク ス 教 室
名古屋芸術大学サックス専攻生

早川　　杏 金①③ 16:00〜20:00
30分要予約

5,800円
教材費別途

憧れの楽器 30分個人レッスン

やさしいフルート
名古屋芸術大学卒業 フルート講師

Seiko 水②④ 10:15〜12:45
30分要予約

5,340円
教材費別途

45分個人レッスン

チ ェ ロ
チェロ奏者 日本弦楽指導者協会中部理事

水谷　　浩 月①③ 14:40〜18:45
45分要予約

7,280円
教材費別途

30分個人レッスン

ヴ ァ イ オ リ ン
ヴァイオリン講師

木村　輝久
水

（月3回）

15:30〜16:30
30分要予約 7,980円

（年間36回）
教材費別途★19:30〜21:00

30分要予約
脳がいきいき若返る！

脳トレピアノ®
ピアノゆうゆう塾® Executive認定講師

富田　葉子 木①③ 10:30〜12:00 5,000円
教材費220円

30分個人レッスン

火 曜 日 の ピ ア ノ
名古屋音楽大学卒業

早川　祐子 火①③ 10:15〜12:15
30分要予約 4,680円

30分個人レッスン

受験・資格対策ピアノ
名古屋音楽大学卒業

杉浦　育子 木 15:30〜20:00
30分要予約

7,980円
教材費別途

30分個人レッスン

大 人 の ピ ア ノ
上野学園大学音楽学部卒 ピアニスト

林　けい子
金①③ 10:15〜12:15

30分要予約 4,660円
金②④

30分個人レッスン

ピ ア ノ 教 室
名古屋音楽大学卒業

杉浦　育子 日①③ 10:30〜16:00
30分要予約

4,660円
教材費別途

30分個人レッスン

はじめてのピアノ
音楽講師

Seiko 水①③ 10:15〜13:45
30分要予約

4,660円
教材費別途

楽しく健康になろう！

和 太 鼓
和太鼓 音鼓代表

野口　貴史 火 ★19:30〜20:30 6,660円
教材費別途

花と向き合う癒しの時間

石 田 流 い け ば な

華老職
伊藤　勝翆

準華哲師範
村井　桂翆

水②④ 10:15〜11:45 4,000円

フラワーアレンジのような寄せ植え

寄せ植えアレンジ
NFD講師

佐藤亜記代 日③ 10:30〜13:30 2,250円
教材費別途

彩草

苔玉・寄せ植え教室
エディブルフラワーインストラクター
フラワーアレンジメントインストラクター

classic 渡邊
木① 14:00〜15:30 2,420円

素敵なおもてなし

楽 し い 茶 道 教 室
茶道裏千家・師範

鈴木　宗江 土①③ 13:00〜17:00 4,840円
教材費1,000円

講　座　名 講　　師 曜日 時　　間 受講料（1 ヶ月）

きものでおしゃれに

きもの着装・マナー教室
装道礼法きもの学院公認
横井洋子きもの教室

横井　洋子
火②④ 10:30〜12:30 4,000円

お好きなものを編みましょう

ニ ッ ト サ ロ ン
あみもの講師

加藤　依子 木②④ 10:15〜12:15 4,000円
教材費別途

わがままソーイング
名古屋モード学園
ファッションデザイン学科卒業

（公財）日本手芸普及協会刺繍講師
近藤実由紀

水① 13:00〜16:00 3,630円
教材費500円

優雅に踊ろう

週末のフラダンス
フラダンス講師 ナ･メア･マカマエ主宰

Akemili 土②④ ★18:30〜20:00 4,840円

日常にハワイのエッセンスを

癒しのフラダンス
PHC マカナ オカラニ 主宰

Shoko 火②④ 11:00〜12:15 4,840円

ALOHAの想い

水曜夜のフラダンス
ミリミリフラスタジオ名古屋主宰

祖父江麻紀 水②④ ★19:00〜20:15 4,840円
教材費別途

誰でも踊れる！

たのしく☆ベリーダンス

ヤサラームベリーダンススタジオインストラクター
Sherihan 火

②③④

11:00〜12:00 6,050円

ヤサラームベリーダンススタジオインストラクター
Aiko ★19:30〜20:30 6,050円

大人の女性のための

ジ ャ ズ ダ ン ス
N' Moving主宰 ジャズダンス講師

観月　紀栄
木 

①②③ ★19:15〜20:30 6,050円

大人のやさしいバレエ
須山仁美クラシックバレエ主宰

須山　仁美
伊勢　直美

木 
①②③ 14:00〜15:00 6,050円

脂肪燃焼！ダイエット

シニアバレトン
Balletone Japan認定インストラクター

三浦あかり
金 

②③④ 14:00〜15:00 6,050円

楽しく体を動かそう

ストレッチ＆
ダンスエクササイズ入門編 スポーツダンスインストラクター

Chie

水①③ 10:30〜11:30 4,500円

身体を動かそう

Ｋ-ＰＯＰ
ダンスエクササイズ

水
①
③

大人 13:30〜14:30 4,500円

骨盤を整え体幹を鍛えて痩せる！

バランスボールエクササイズ
バランスボールインストラクター ダイエットコーチ

水口　涼子 金②④ 10:30〜11:45 4,400円
教材費別途

心をリラックス…身を整える

自分のためのヨガ
VI ALIRA公認LAXIM YOGA
インストラクター

渡邊しのぶ
火②④ 13:30〜15:00 4,840円

体幹安定で体のバランス改善を！

全身健康ピラティス
ポールスターピラティスマット
インストラクター

樋田　泰行
土 

①②④ 15:00〜16:00
6,050円
初回教材費
1,100円

カラダにいいことをしよう！

日常生活で役立つトレーニング
Re:co代表コンディショニングトレーナー

酒井　茂宏 水②④ 13:30〜14:30 4,840円

新規生募集
骨盤ケアで痩せやすい身体に！

美 姿 勢 教 室

JCA所属
カイロプラクター健康管理士
一般指導員介護予防指導士

Mito
月①③ 16:00〜17:00 4,840円

100年続く日本初の健康体操

自 彊 術
公益社団法人自彊術普及会中伝指導員

三輪　直子 木 10:30〜12:00 6,660円

楊名時八段錦・太極拳

さ わ や か 太 極 拳
楊名時太極拳 師範

倉知　宏子 月 13:30〜15:00 6,660円

扇を持ってリフレッシュ！

太 極 扇
太極拳インストラクター

山口　法子 金①③ 10:15〜11:30 4,000円
教材費別途

腹式呼吸で健康UP

スポーツウエルネス吹矢
一般社団法人日本スポーツウエルネス
吹矢協会公認指導員

水谷　嘉秀
金①③ 10:30〜12:00 4,660円

教材費別途

家族で使える
オンライン英会話クラウティ
（マンツーマン在宅レッスン）

クラウティ
専属外国人講師

全曜日
（別途休講日あり）
年中以上

8:00〜24:00
※プランにより異なります
（1回10分～）

4,950円〜
※ご来店申込特典あり

（詳細は店舗に
お問合せください）

こ ど も 毛 筆・硬 筆 桃花会理事
桑山　久恵

金
②
④

小1〜 16:30〜17:30
3,630円

小4〜 17:30〜18:30

個性を大切に

こ ど も 美 術 教 室
名古屋芸術大学日本画科修了

森　　紫園
水
①
③

小学生〜 17:30〜19:00 4,660円
教材費別途

子どもの美術講座 写実画壇会員 名古屋芸術大学卒業
松原　　遼

火
①
③

4才〜 17:30〜19:00 4,680円
教材費550円

楽しくつくろう!

子どものアトリエ
画家 愛知県立芸術大学大学院修了

建部　弥希
水
①
③

年少〜
小6 16:30〜18:00 4,660円

教材費550円

うまく描けないを解決

イ ラ ス ト 講 座
まんが家

日比野将之
土
②
④

小4〜 16:00〜17:30 4,240円
教材費別途

小学生から始める

キッズプログラミング
クローバーパソコン＆カルチャースクール
インストラクター

橋本　光正
土
②
④

小4〜
中学生 14:00〜15:00 5,450円

教材費別途

集中力・思考力アップ

こ ど も 将 棋
棋道師範
日本将棋連盟公認将棋指導員5段

熊谷　春海
土
②
④

年中〜 14:30〜16:30 4,840円

元気にたのしく!かっこよく!

キ ッ ズ ダ ン ス
ヒッツダンススペースインストラクター

岡嶋　里奈
土
①
②
③

3才〜 14:30〜15:30 6,050円

ママと一緒に踊ろう

キッズフラダンス
フラダンス講師 ナ･メア･マカマエ主宰

Akemili
土
②
④

3才〜 16:00〜17:00 4,130円

たのしい！

子ども和太鼓教室
和太鼓 音鼓講師

野口　千恵
水
①
③

小学生
以上 ★18:00〜19:00 4,240円

教材費別途

30分個人レッスン

ピ ア ノ 教 室
名古屋音楽大学卒業

杉浦　育子

木 年長〜 15:30〜20:00
30分要予約

7,980円
教材費別途

日
①
③

年長〜 10:30〜16:00
30分要予約

4,660円
教材費別途

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

美術コース 運営維持費250円

書道コース 運営維持費250円

教養・語学コース 運営維持費250円

手工芸コース 運営維持費250円
（教材費別途）

舞踊・健康コース 運営維持費250円

音楽コース 運営維持費250円

趣味コース 運営維持費250円

服飾・着付コース 運営維持費250円

生花・フラワー・茶道コース 運営維持費250円
（花材費別途）

幼児・児童コース 運営維持費250円

68

68

458 516

東小東小
津島市役所津島市役所

郵便局郵便局

日光日光

東公園東公園

消防本部消防本部

津島市民病院津島市民病院

名鉄津島線名鉄津島線

日光川日光川

名鉄尾西線名鉄尾西線

津島津島

ヨシヅヤ津島本店
シネマ館2階

●登録事務手数料は2,200円です。●70才以上
の方、18才以下の方は1,100円です。●3年を超
えて受講実績がないと自然退会になります。※詳し
くは受付に用意した『受講のご案内』をご覧下さい。
●都合により開講できないこともあります。●別途
運営維持費用を頂きます。

受講のご案内

受講申込みの際には、氏名、住所、電話番号、メールア
ドレスなどのご記入をお願いしております。講座に関
する連絡や、サービス向上を図る目的でご利用させて
いただきますが、個人情報の機密保持には万全を期し
ておりますので、ご協力をお願い申し上げます。

個人情報について

※体験・説明会は事前にご予約ください新講座・新規生募集・おすすめ講座の体験費は無料（教材費別途）既存講座は、1回分の受講料が体験費となります。

表記の金額は全て税込です。

姉妹校 検索

講師・受講生のオリジナル作品
をインターネット上で販売中!!

カルチャーオンラインショップ 検索

登録事務手数料
➡

70才以上、
18才以下の
ご新規

2,200円 半額
1,100円

シニア・18才以下特典!!

●（株）カルチャーは全国100ヶ所以上の店舗がございます。

※空席状況については事前にお問い合わせ下さい。各講座とも満席になり次第申し込み締切りとなります。★印は午後6時以降のレッスンです。　　　津島　NO.2023　05




