
通常5,500円

0円!!入入入会会会金金金無無無料料料
キャンペーンキャンペーン 4/4/2828金金まで！まで！

おすすめ講座
pick up

052-526-0845TEL 名鉄カルチャースクール名駅 WEB申込
できます→

日 時  
毎週火曜
11：50～13：20
受講料  
3ヵ月 18,900円

日 時  
第2・4月曜
10：00～11：30
受講料  
3ヵ月 12,870円
※別途教材費必要

日 時  
第1・3月曜／
第1・3水曜
11：50～13：20
受講料  
3ヵ月 15,000円
※別途教材費必要

日 時  
月1回木曜
17：30～19：00
受講料  
3ヵ月 6,450円

日 時  
第1・3月曜
11：30～13：00
受講料  
全6回 16,020円

日 時  
第1・3金曜
13：40～15：10
受講料  
3ヵ月 12,930円
※別途教材費必要

日 時  
第1・3金曜
13：25～14：25
受講料  
13,920円
※別途教材費必要

日 時  
毎週金曜
15：00～16：30
18：30～20：00
受講料  
3ヵ月 18,480円

日 時  
第2・4土曜
10：00～11：15
受講料  
3ヵ月 13,200円

日 時  
第2・4火曜
13：10～14：10
受講料  
3ヵ月 12,870円

日 時  
第2・4火曜
18：30～20：30
受講料  
3ヵ月 14,670円

日 時  
木曜開催
4/27・5/18・6/1
6/22・7/6・7/20
13：30～15：00
受講料  
全6回 13,530円

日 時  
第2・4金曜
19：15～20：45
受講料  
3ヵ月 20,370円

日 時  
第1・3水曜
13：45～15：00
受講料  
3ヵ月 12,600円

日 時  
第1・3水曜
13：30～15：00
受講料  
3ヵ月 15,240円

日 時  
第1・3火曜
11：50～13：20
受講料  
3ヵ月 12,930円

日 時  
第2・4日曜
11：00～12：30
受講料  
3ヵ月 13,920円

日 時  
第1・3水曜
10：00～11：30
受講料  
3ヵ月 12,870円

日 時  
毎週火曜
11：30～13：00
13：20～14：50
受講料  
3ヵ月 19,800円

日 時  
第2・4木曜
10：00～11：30
受講料  
3ヵ月 12,870円

日 時  
第1・3日曜
13：00～14：30
受講料  
3ヵ月（全6回）
12,930円
※別途教材費必要

日 時  
毎週日曜
14：30～15：30
受講料  
3ヵ月 17,160円

日 時  
［4-9月講座］
第2・4月曜
18：30～20：00
受講料  
3ヵ月 12,870円
※別途教材費必要

日 時  
第3土曜
13：00～14：30
15：00～16：30
受講料  
6ヵ月  17,820円
※別途課題本各自購入

日 時  
第3日曜
10：30～12：00
受講料  
3ヵ月 13,530円

カントリー＆ラインダンス

源氏物語の世界

はじめてのJAZZヴォーカル

歌舞伎へのいざない シニアのスマホ入門

懐かしい唄をみんなで歌おう

 女性限定
Let'sチアダンス

はじめての書道

セラピーヨガ

ブラッチング
大人のやわらかアタマ塾

健康マージャン

美しい日本語の話し方教室

カクテルという愉悦

 女性限定
ソウル・ディスコダンス入門

はじめての謡曲と仕舞（観世流）

世界の名曲を歌う

サンデー社交ダンス（初級）

筆で遊ぶ

健康ヨガ 短歌

ケーナを習おう

合気道（初心者）

楽しい寄席文字

芥川賞作家・諏訪さんと一緒に「月イチ」読書
文学の魅力を味わう講座

楽しいワイン講座

NCFインストラクター　篠田 奈緒美

国文学者　岡田 悠子

ボーカルスタジオ
HONEY SUCKLE主宰 石橋 万里子

三重大学人文学部准教授　田中 綾乃 フロリエードジャパン　浅尾 孝信ほか

ソングリーダー　栗田 さかゑほか

Sailorsチア＆ダンススクール講師

紅の会会長　小林 紅琳

東山ヨガ講師　桑原 かなえ

ぱそメイト　福井 和美

日本プロ麻雀連盟所属　大西 義則

フリーアナウンサー　木村 愛子

名鉄グランドホテル
H.B.Aジュニアバーテンダー 棚瀬 海都

ダンスインストラクター　ACCHEL

観世流準職分　久田 三津子

フチモトミュージック講師　佐藤 多都子

元中部チャンピオン　横田 哲也ほか

暢心書道会副理事長　川崎 尚麗

東山ヨガ講師　 浅井 由紀（11：30～）　
秋田 理絵（13：20～）

コスモス短歌会選者　鈴木 竹志

南米民族音楽講師　鳥羽 省吾

合気道神武館指導員　長谷川 幸男

寄席文字橘流一門　橘 右太治

小説家　諏訪 哲史

日本ソムリエ協会ワインエキスパート 杉野 希与子

カントリーミュージック等の音楽に合わせて
踊ります。初心者歓迎。

源氏物語の魅力に迫り、紫式部の表現意識、千
古不易の人間性、謎を理解します。

生ピアノ伴奏で、発声法やジャズらしくカッコ
よく歌うコツ等を指導します。

歌舞伎を身近に親しめ、観賞できるよう、わか
りやすくレクチャーします。

初心者及び買い替えた人のための講座です。
生活に役立つアプリや基本操作を学びます。

日本や世界の歌から季節に合った歌を皆さん
のリクエストで進行します。

チアダンスは世代を超えて楽しめて、心も身体
もリフレッシュ！

「お便りや芳名録に美しく書けたら…」等、一人
ずつのニーズにお応えします。

動くことでココロとカラダをリフレッシュ。
浄化の時間を過ごします。ヨガの色々なポーズを行うことにより、 心と

身体のバランスが整います。

脳のストレッチ体操「ブラッチング」。楽しくや
わらかアタマを目指しましょう。

健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりで
麻雀が人気。レベルに合わせて講師と一緒に
楽しみましょう！

日本語の美しさにふれ、豊かな表現力や感性も
身につけましょう。

ソフトカクテルから本格的なカクテルまで作
り方を学びテイスティングをします。

70、80年代のディスコで流れていた曲に合わ
せて、簡単な振り付けとステップで踊ります。

謡曲は、肺機能向上、ストレス発散、仕舞は足腰
の強化及び体幹を鍛え姿勢を美しくします。

「アヴェ・マリア」「オー・ソレ・ミオ」や日本の歌
曲などを歌います。

ひとつのステップで「こんなに踊れる！」感動
を。皆で楽しく踊りましょう。

土屋陽山監修 白楽天座右之銘を楷書と行書で
書きます。楽しみながら筆で遊びましょう。

短歌の基本から学べます。添削中心に作品鑑賞
もしながら楽しく進めていきます。

竹や木を素材とした縦笛のケーナ。珍しい楽器
で、新しい楽しさをお伝えします。

技の反復練習により心身練磨する武道で、護身
術や健康法として人気です。

落語などでお馴染みの書体です。初心者にも分
かりやすく指導します。

毎月一冊、講師が選ぶ本を読み、多様な文体や
表現意図、文学観などを皆さんで話し合いま
す。

楽しくテイスティングしながらワインの知識
を深めていきましょう。

※画像は全てイメージです。

増設
講座

名駅すぐ！ 名鉄百貨店メンズ館10Ｆ



体験日  3/21（火・祝） 申込締切 3/18（土） 無料説明会  3/17（金）18：30～18：50 申込締切 3/16(木）

体験日  4/1（土） 申込締切 3/29（水）
体験日  4/7（金） 申込締切 3/31（金）

教材費2,200円

体験日  3/29（水） 申込締切 3/26（日）

日 時  
月曜開催
4/24・5/22・6/26
10：30～12：00
受講料  
全3回 6,930円

日 時  
第1・3火曜
13：40～15：10
受講料  
3ヵ月 12,930円 

日 時  
［5-9月講座］
第1土曜
13：00～14：30
受講料  
5ヵ月12,550円

日 時  
第2日曜
15：00～16：30
受講料  
6ヵ月 15,660円 

日 時  
第2月曜
10：30～12：00
受講料  
全6回 13,860円 
※別途教材費必要

日 時  
木曜開催
4/20・5/18・6/8
18：30～20：00
受講料  
3ヵ月 8,430円 

日 時  
第４金曜
18：30～20：30
受講料  
全6回 31,560円 

日 時  
第3金曜
19：00～20：30
受講料  
全6回 13,530円 

日 時  
毎週水曜
10：30～12：00
受講料  
3ヵ月 23,100円 
※別途テキスト必要

新説！桶狭間の戦い
～若き信長と義元の９年戦争～

教科書に載っていた歌を歌う

誰でもできる
投資・株式入門講座

インテリア風水アロマハンドトリートメント
～手で看る自然療法～

オーケストラの魅力

大人の日本酒の造り方・楽しみ方
《ビギナー編》

心地よい関係をつくる会話術これから習う中国語

歴史ライター　水野 誠志朗

フチモトミュージック講師　野村 伸江
名古屋フィルハーモニー交響楽団楽団員
初回講師 コントラバス奏者 佐渡谷 綾子

金融教育・資産運用コンサルタント　内山 龍三

国際風水協会ディプローマ　MarinaAHTAアロマハンドトリートメント協会認定講師　近藤 由紀

日本心理学会認定心理士　坂崎 立子中国語専属講師　康 冬玲ほか

「桶狭間の戦い」の新たな説「義元は撤退してい
た」によって、その謎はついに解けました。本講
座でこの新説をご紹介します。

クラシック、日本歌曲、流行歌などが易しく
載っている教科書の中の歌を皆さんで歌って
みましょう。

株式のイロハから適切な銘柄選びや投資の手法・
コツまで、シミュレーションの投資体験ワークも
少し交えながら分かりやすくお話しします。

風水をインテリアに取り入れてみませんか？
伝統的なフライングスター風水がベースに
なった方法を学びます。

天然の香りと手と手をふれあうことで頭や身
体の疲れなど様々な不調を改善できる自然療
法です。

演奏中のエピソードを交えながら名フィルの
裏側などを語ります。

名古屋市内で実際に日本酒造りをしている講師
が、日本酒造りからみた日本酒の楽しみ方を伝授
します。毎回、数種類のお酒を利き酒をします。

全ての関わりに影響を与えるのが”話し方”で
す。お互いに明るい気分になる伝え方、安心感
や信頼を得る聴き方をお伝えします。

単語の語彙を少しずつ増やし、挨拶や簡単な日
常会話ができることを目標にします。

おすすめ講座 講座講座ののご見学随時受付中！ご見学随時受付中！
pick uppick up

詳しくはHPを　詳しくはHPを　
ご覧下さい▶︎ご覧下さい▶︎

他にも他にも
約約400400講座講座
開講中！開講中！

料金は全て税込価格となります。
受講料には設備管理費、音楽使用料、教材費が含まれています。
受講には、受講料のお支払いが必要です。
受講料は所定の期間分を前納してください。
各種料金が変更になる場合があります。
教材費・材料費等は別途必要な場合があります。
納入されました受講料は原則払戻しいたしません。
各講座には最低開講人数・定員がございますので、ご了承ください。

入会と受講のご案内

［月・水・土・日］
10:00〜17：00（受付16：00まで）

［火・木・金］
10:00〜21：00（受付20：00まで）

名古屋市中村区名駅1-2-4 名鉄バスターミナルビル10F

TEL 052-526-0845

ナナちゃん人形
が目印

新講座 気になる新講座を気になる新講座を　　　　してみませんか？してみませんか？体験

日 時  
第2・4日曜
13：00～14：30
受講料  
3ヵ月 12,870円

日 時  
第3月曜
10：30～12：00
受講料  
6ヵ月 15,660円
※別途教材費必要

日 時  
日曜開催
4/2・5/7・6/4
13：30～15：00
受講料  
全3回 16,830円
※単月参加はできません

日 時  
毎週木曜
19：00～20：30
受講料  
3ヵ月 22,140円

家康が作った大都市名古屋

四柱推命学・姓名判断・易学

元近鉄・福原トシヒロの
鉄道ストーリー

韓国語入門

元毎日新聞編集委員　森田 王作

日本占術協会認定占術士　神山 愛永

元近鉄名物広報マン　福原 稔浩 自然流酒を造る会代表　小林 宏明

韓国語専属講師　朴 勝姫

信長、秀吉、清正、家康、名古屋の最大貢献者
は？　歴史を探偵して探します。

四柱推命と自然界の営み五行を中心に、易学、
姓名判断、気学など理論をわかりやすく学べま
す。

「元近鉄名物広報」の講師が、鉄道にまつわる歴
史・逸話を紹介しながら、自らの鉄道マンとしての
経験を踏まえた「鉄道ストーリー」を解説します。

ハングルの発音と基本的な文法事項を確認
し、語彙を増やしていきます。

Web申し込みの場合は見学申込フォームよりご予約ください。

1回1,100円で体験ができます！
体験時間は各講座時間と同じです。
※体験会の設定がある講座に限ります。

体験日  3/27（月） 申込締切 3/24（金）
教材費1,500円

体験日  3/30（木） 申込締切 3/27（月）

日 時  
毎週水曜
13：15～15：15
毎週金曜
13：00～15：00
受講料  
3ヵ月 18,480円

日 時  
第2日曜
12：30～15：30
受講料  
3ヵ月 10,230円
※別途教材費必要

日 時  
毎週木曜/1・3木曜
18：30～20：30
受講料  
3ヵ月 
毎週木曜 23,880円 
1・3木曜 14,250円 

日 時  
第3日曜
10：00～12：00
受講料  
全3回 11,880円
※別途教材費必要

日 時  
第2・4木曜
12：30～14：30
受講料  
3ヵ月 12,870円

日 時  
第2土曜 10：00～12：00
第1・3日曜 10：00～12：00
受講料  

（土曜）6ヵ月 13,860円
（日曜）3ヵ月 13,860円
※別途教材費必要

日 時  
第3水曜（4/19～）
10：00～11：30
受講料  
全3回 7,500円
1回 2,700円

※事前予約制（申込締切：授業日の3日前まで） ※事前予約制（申込締切：授業日の3日前まで）

日 時  
毎週木曜・毎週金曜
15：30～17：00
受講料  
3ヵ月21,600円

日 時  
第2・4火曜
18：30～20：30
受講料  
3ヵ月14,250円

日 時  
第1土曜
9：30～12：00
受講料  
3ヵ月 7,260円
※別途教材費必要

日 時  
第2日曜
10：30～13：00
受講料  
3ヵ月 13,530円
※別途教材費必要

日 時  
毎週金曜
11：50～13：30
受講料  
2ヵ月21,120円

日 時  
第3木曜（3/16～）
13：30～15：30
受講料  
全4回 9,680円
1回 2,720円

日 時  
第2月曜
10：00～12：00
第3木曜
10：00～12：00
受講料  
3ヵ月 6,930円
※別途教材費必要

デッサン・油絵・アクリル画 1日で描ける油絵教室

表千家

カルトナージュ

表装

志野流香道

東海の庭園探訪

絵画はじめの一歩
（デッサン・油絵・水彩画）

はじめての茶道裏千家
月2回コース

花を楽しむ

羊毛フェルトでリアルな犬猫を作ろう

日本生花司松月堂古流

地図を片手に楽しく「ブラオワリ」
～名古屋今昔物語～

つまみ細工

新制作協会会員　小山 剛 イサカイメージアップカラー　ハクセイ

松月堂古流
日本生花司松月堂古流日本総会頭 堤 澤悦園

国際カルトナージュ装飾協会代表　高橋 恵子

表具師　浅井 政司

志野流家元　蜂谷 宗玄ほか

中部庭園同好会会員　丹羽 康文

一陽会委員　小畑 恭子

裏千家教授　原田 宗光 表千家同門会愛知県支部 参与　磯谷 房香

NFD名誉本部講師　髙木 洋子

きりのみりいリアル羊毛フェルト協会認定講師　谷 美佳

OASIS都市研究所代表　杉野 尚夫

つまみ細工作家　橙

隔月で人物と静物を描きます。皆様の描きたい
ものをどんどん描いてみましょう。

人気の早描き油絵教室です。1回の授業で一枚
の作品を完成させます。

茶道の初歩から高度な点前へと、正統的な教課を
ふまえて教授します。対話を通して茶の湯の持つ
雰囲気や茶の心とは何かを理解していきます。

厚紙で組み立てた小箱などに布やリボンなど
を装飾し、布雑貨を作ります。

軸装を中心に表具全般を学ぶことができ、
作品に合わせた表具型で仕上げます。

沈水香木の香りを文学的要素の元に組香とい
う形式によって鑑賞します。

東海にある知られざる名庭を訪れ、由来や
庭園意図、様式などを学びます。

基礎となるデッサンから、油絵・水彩画のすべ
てを指導します。

裏千家の茶道講座で美しい所作、もてなしの心
を学びましょう。

季節の様々な花を楽しみます。あなたの暮らし
に花を取り入れましょう。

羊毛フェルトで本物に近いリアルな愛犬・愛猫
を作成してみませんか？

生け花の基本「盛花」をはじめ、「生花」や「流麗
花」を学ぶこともできます。

古地図と現在の地図を片手に、名古屋の街を
ブラリ歩き、歴史の検証をします。

絹やちりめんの布をつまんで折りたたみ、花や
鳥の形に仕上げます。

野外
講座

野外
講座

日 時  
毎週月曜
11：45～13：15
受講料  
3ヵ月 18,480円

健康太極拳
日本健康太極拳協会会員師範　西代 晃子
太極拳はゆっくりとした動きでありますが、イ
ンナーマッスル（人体の内側の骨に近い見えな
い筋肉のこと）を作ります。

体験日  3/27（月） 申込締切 3/24（金）

日 時  
第1土曜
10：00～12：00
受講料  
3ヵ月 6,450円
※別途教材費必要

色鉛筆で描く小さな絵
風景画家　丹下 征勝
手近な画材（シャープペン、色鉛筆など）を使っ
て絵ハガキサイズの小さな美しい作品を仕上
げます。

体験日  3/25（土） 申込締切 3/22（水）

※3ヵ月ごとに講師が代わります。


