実用

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

に話すことではなく、自分らしい声・自分らしい話

第1(土)

月1回 3ヵ月

し方で、相手に気持ちを伝えるレッスンをしていき

10：30～12：00

7,260円

「声は人なり」。声はその人自身を表します。上手

気持ちの伝わる自分らしい話し方

谷 友梨子

ましょう。

顔や身体、髪にも使える植物油をたっぷり使い、季
節に合わせた材料で使い心地もそれぞれ異なる石け

手作り石けん

しばた たかこ

第3(金)

月1回 3ヵ月

13：30～15：30

7,260円

通夜、葬儀までの流れを仏式・神式・キリスト教式

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

の参拝の所作を共に練習します。美しい動きを学習

10：30～12：30

12,210円

をもとに自分らしい新たな香り創りを楽しむ。季節

第1(火)

月1回 3ヵ月

に合わせたお香の香りで、暮らしを彩ってみません

13：00～15：00

7,260円

んを作ります。アロマテラピーのレクチャーもしま
す。
■体験レッスン あり

和食、洋食の頂き方や箸の知識とタブーをはじめ訪
問時の心得や応接の基本動作を学びます。悲報から

おもてなしマナー

竹本 真由美

します。
■体験レッスン あり

長い時を経て受け継がれてきた和の香り。自然由来

四季を楽しむ手づくり香～心が和む自然
由来の香り～

の香原料は、心身を和ませてくれます。一片の香木
竹内 香織

か。
■体験レッスン あり

何か趣味を持ちたいと思っている方、俳句をやって

【新設講座】
「俳句初級講座」たのしく始める五七五

みたいと思っている方、俳句を始めたがもっと上達
卯滝 文雄

したいと思っている方、この講座で楽しく俳句わ学
びましょう。

第3(金)
10：30～12：30〈初回

月1回 3か月

12/16〉

7,260円

■体験レッスン あり

投資スタートしてみたものの、まだまだわからない
ことだらけ・・・このまま続けていい?どこで聞いた

【新設講座】
投資初級者講座 デビュー後のステップ
アップ術

早乙女 美幸

らいい?・・・そんなお悩みありませんか?投資初級

特定(水)

者の?を解消して安心して資産形成するための講座で

11/30、12/14、2/8、3/8

す。講師は、専業主婦時代の知識ゼロの運用をス

10：30～12：00 〈初回

テップアップさせ続け、今は資産運用アドバイザー

〈全4回〉

全4回 9,680円

11/30〉

として活躍中のFPです。初級者の「わからない」が
よくわかる、そんな講師が一歩上の運用をご案内し
ます!

【新設講座】
〈女性限定講座〉
顔タイプ&パーソナルカラー診断で褒め

第4(土)
吉川 美穂

13：00～14：30 〈初回1/28〉

られ女性

月1回 3ヵ月
7,260円

〈全3回〉
【新設講座】

いつでもどこでもできるアロマハンドトリートメン

〈女性限定講座〉
介護と癒しのためのアロマハンドトリー

井戸側 聡美

トメント2級

【新設講座】
〈全3回〉

はご自身、そして大切な人のために、手と手のコ

第1(木)
10：30～12：00 〈初回11/3〉

月1回 6ヵ月
13,860円

ミュニケーションヒーリングを始めてみませんか？

〈全6回〉

春までにスッキリ 断捨離の基本

トは、様々な不調を改善できる自然療法です。まず

やましたひでこ監修の公式テキストを使い、3か月で
わらや まゆみ

家の中をすっきりピカピカにしましょう。12月から
始まる3回講座です。

第4(木)
10：30～12：00 〈初回

月1回 3ヵ月

12/22〉

8,580円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

暮らし
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料
〈初級〉
月2回 3ヵ月
12,210円

手結びきものの着付

おしゃれ着として洗練された、世界のファッション

➀第2・4(月)

➀成瀬 尚子

の一つである「きもの」を簡単に手早く、美しく着

10：30～12：30

②佐藤 立子

るコツを身につけます。
■体験レッスン あり

②第2・4(火)
10：30～12：30

〈中級〉
月2回 3ヵ月
12,870円
〈上級〉
月2回 3ヵ月
13,530円
〈初級クラス〉

ミセスのための前結び・着付け
〈初級クラス〉〈中級クラス〉

月1回 3ヵ月

袋帯や名古屋帯を浴衣帯のように前で結び、後ろへ
中條 まゆみ

クルっと回す前結び着付けを、最初は洋服の上から
練習します。
■体験レッスン あり

第1(金)
10：30〜12：30

7,260円
〈中級クラス〉
月1回 3ヵ月
8,910円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

表現

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

15：00～17：00

12,870円

朗読の原点は語りにあります。呼吸法・発声法、日
本語の特徴やアクセントなど、朗読の基本と表現に

朗読入門

北里 真弓

重点をおき、豊かに語ることをめざします。動きや
すい服装でおでかけください。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

趣味

近鉄文化サロン四日市
講座名

【新設講座】
インスタグラム講座

講座内容

講師

投稿の仕方や種類が分からない、映える撮影方法や
後藤 有紀

画像の処理の仕方などお伝えします。初心者やこれ
から始めたい方向きです。

〈全2回〉

曜日・時間

受講料

11月13日(日)
14：00～15：30
12月11日(日)

全2回 3,520円

14：00～15：30

カメラ初心者の方からOKです。四日市周辺で花や風
景の撮影をします。(3ヵ月に2回程度)

季節の写真教室

後藤 有紀

第2(日)

月1回 3ヵ月

10：30～12：00

7,260円

苔玉、盆栽を作ります。日本ならではの文化の一つ

第3(木)

月1回 3ヵ月

の苔には、浄化作用や心を鎮静化させる効果があり

13：30～15：30

7,260円

撮影実習や講評会を繰り返し、お互いの作品を通し
て表現方法を学びましょう。
■体験レッスン あり

伊勢神宮のたもとで育った苔を使い、テラリウム、

伊勢の苔アート

TOMOKO

ます。

【女性限定講座】
レディース麻雀教室

脳トレに最適!全くの初心者の方も大丈夫!女性だけの
藤田 英城

優雅な麻雀教室始まります♪
■体験レッスン あり

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

15,180円

初めての方、もっと強くなりたい方など老若男女関

将棋教室

加藤 諭

係なく参加できます。将棋を通して、マナーや礼儀
作法も身に付きます。

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

13,200円

■体験レッスン あり

既に簡単なバルーンアートが作れる人向けの講座で

バルーンアート講座

てりやき

す。細長い風船を中心に複数の風船をひねって繋げ
てかわいいバルーンアート作品を作ります。

第2(火)

月1回 3ヵ月

13：00～14：30

8,250円

■体験レッスン あり

日頃使用している簡単な材料を使い、身近で簡単な

マジック

熊谷 勝志

アッと驚く不思議なマジックが身につきます。
■体験レッスン あり

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

18：00～19：30

12,210円

明るく楽しく元気よくをモットーにした講座です。
大きな声で発声練習、ウォーミングアップ、セリフ

南京玉すだれ

大須 くるみ

読み、南京玉すだれの形を一つずつ指導します。舞
台出演のチャンスもあります。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

13：00～14：30

14,520円

■体験レッスン あり
プラモデルをみんなで一緒に楽しく作りませんか？
模型雑誌などで作例製作ライター務め、各所での模
型製作会や模型講座で活躍しているプロモデラー・
リョータこと山田良太が、初心者への組み立てのポ
イントや、中級者へのキットの改造ポイントなど、
キャラクターモデルからスケールモデルまでジャン

プラモデルをつくろう

リョータ

ル問わず指導します。小学生からでもご参加できま

第1(日)

月1回 3ヵ月

(山田良太)

す！年齢問いません、親子参加なども大歓迎です。

10：15～12：00

7,260円

つきます。老若男女問わず幅広くの方と交流が図れ

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

ます。初心者から上級者までそれぞれのレベルに応

10：30〜12：30

14,520円

自分が聞きたい技術を聞ける！つなぎ目や表面処理
の事やパテ・プラ板での改造の仕方、塗装に関する
事など、なんでもお聞きください！事前に聞きたい
工作方法などの質問を伝えて頂ければ、必要な機材
もご用意します。
■体験レッスン あり
ルールは簡単です。囲碁は知的ゲームとして人気上
昇中です。思考力、集中力が養われ判断能力が身に

囲碁教室

小西 昭裕ほか

じて分かれて、丁寧に指導します。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

趣味

近鉄文化サロン四日市
講座名

【新設講座】
心ときめくレジン教室

樹脂にお好きな色を付けたり、パーツなどを自由に
Sachiyo

す。UVライト等の道具類は先生が用意します。

第3(日)
10：30～12：30 〈初回2/19〉

受講料

月1回 3ヵ月
7,260円

アート色彩は、自分の心と不思議な繋がりがありま
す。絵と色を描くことで「過去・現在・未来」の心
kiKi

の声に気づき自分を知るセルフカウンセリングで

第3(日)
14：00～15：30 〈初回1/15〉

す。幸せになる自分の色を見つけ、絵と色からの

〈全6回〉

月1回 3ヵ月
7,920円

メッセージを学んでいきます。

風水といえば、運気をアップする最大なる「力」。

【新設講座】
風水カラーセラピー

配置して、透明感あふれるオリジナル小物を作りま

曜日・時間

■体験レッスン あり

【新設講座】
アート色彩セラピー

講座内容

講師

kiKi

風水カラーは風水と色をコラボすることで、金運・

第4(日)

恋愛・仕事などの運気をアップさせます。風水と色

14：00～15：15 〈初回1/22〉

の関係性、役割りなどを学び、毎日をハッピーライ

〈全6回〉

月1回 3ヵ月
7,920円

フスタイルに変えていきましょう。

季節を感じる作品や立体的な可愛らしいオブジェに
挑戦していただきます。難しい折り方もあります

脳トレ大人のための楽しい折り紙

竹内 ケイ

第1(金)

月1回 3ヵ月

15：00～16：30

6,600円

要な情報が詰まっています。あなたの運命を鑑定さ

第4(日)

月1回 3ヵ月

せていただき、現実的に活用できる様にお伝えしま

10：30～12：30

5,610円

が、一人一人丁寧にゆっくり説明していきます。新
しい折り紙の世界を一緒に楽しみましょう。
■体験レッスン あり

あなたの生年月日には、生まれ持った特徴である個
性と一定サイクルで巡り来る運気など、あなたの重

運命学講座

木花 咲耶子

す。
■体験レッスン あり

人形を持って、自分と違った声を出し、楽しい会話

腹話術に挑戦！

有竹 幸子

を覚えてみませんか。
■体験レッスン あり

気学の基礎を勉強して、いかに幸せな人生を歩むか

気学入門

眞川 玲鳳

九つの星の動きを見ながら開運につなぐ学問です。
家相、手相もします。

第4(日)

月1回 3ヵ月

13：00～15：00

7,425円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

10,560円

第2(火)

月1回 3ヵ月

10：30～12：00

7,590円

細長い風船をキュッキュッとひねっていろんな作品
を作ります。初心者向けのやさしい内容となってい

やさしいバルーンアート講座

てりやき

ます。バルーンアートを作ってみたいと思ったとこ
ろからスタートです。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

料理

近鉄文化サロン四日市
講座名

【新設講座】
はじめての味噌つくり

講座内容

講師

安全な食材で、じっくり美味しい「手作りこうじ味
河村 恵美子

噌」や「豆味噌」をつくります。
11月15日(火)と12月7日(水)の2回の開催です。

〈全2回〉

曜日・時間

受講料

11月15日 (火)
13：30～15：00
12月7日(水)

全2回 5,940円

13：30～15：00

優雅なイメージの紅茶ですが今では、ティーバッグ

紅茶レッスン

磯貝 佳澄

で手軽に楽しめる飲み物です。そんな紅茶を基礎知
識から学んでみませんか？

第3(水)

月1回 3ヵ月

13：30～15：00

7,920円

■体験レッスン あり

可愛いキャラクターや季節の絵柄を巻き巻きしま

デコ巻きすし&デコもち

おすまし巻子

しょう。笑顔になれる人気のお寿司とデコもちはお

(渡辺 由美香)

食事やスイーツとしても！

第3(日)13：00～15：30

月1回 3ヵ月
7,260円

■体験レッスン あり

身近な野菜で美味しく楽しく簡単に!食材の性質を学
びながら、その季節に合わせたメニュー作りのポイ

気軽に野菜de簡単薬膳

佐藤 暁美

ントをお伝えします。料理のデモンストレーション
を交えながらスイーツと共に試食します。

第4(水)

2ヵ月に1回、3回分 9,240

13：00～15：00

円

■体験レッスン あり

毎回、数種類のウイスキーをテイスティングしなが
ら、ウイスキーの基礎知識、歴史や文化、それぞれ
の特徴やオススメの飲み方などを通じて、ウイス

ウイスキーの楽しみ方

井上 奈々

キーの楽しみ方を身につけます。ウイスキーに合う
おつまみや、ウイスキーにまつわる音楽もご紹介!ビ

第3(土)

月1回 3ヵ月

17：00～18：30

13,860円

ギナーからウイスキー通の方まで楽しめる講座で
す。

三重県初のきのこマイスターが、きのこと発酵食品
を取り入れた「菌活」メニューを実演を交えてご紹

きのこと菌活

稲垣 和美

第4(金)

月1回 3ヵ月

10：30～12：30

8,745円

しい講座ではなく、ワインを飲むのが今よりずっと

第3(木)

月1回 3ヵ月

楽しくなるような、飲む側として知っておきたい情

18：30～20：00

8,910円

ルチーズの世界をご紹介。伝統あるヨーロッパのも

第2(水)

月1回 3ヵ月

のを中心に毎回4～6種類のチーズを味わっていただ

18：30～20：00

15,510円

自宅でも作れるようにクリーム作りや着色から丁寧

第2(土)

月1回 3ヵ月

にご指導させていただきます。※クッキーは事前講

13：00～15：00

11,220円

介します。体に良い菌類を積極的に毎日の食生活に
取り入れてみましょう。毎回試食とレシピ付きで
す。
■体験レッスン あり

毎回4種類程度のワインを試飲しながら、ソムリエを
何人も指導してきた講師が、ワインに関する楽しい
情報をご紹介いたします。ソムリエ養成のような難

ワインがもっと楽しくなる

まるお

報を様々な角度からお伝えします。おつまみは毎回
テーマによって異なります。
■体験レッスン あり
世界に数千種類あると言われるナチュラルチーズ。
あなたはどれくらい食べていますか？選び方、保存
の仕方等、身近で役立つ情報を交えながらナチュラ

チーズレッスン

天笠 晶子

きます。あなたの暮らしにもっとチーズを取り入れ
てみませんか？(グラスワイン1杯、バケット付き)
■体験レッスン あり

スイーツデコレーションに幅広く応用できるアイシ
ングクッキーの技法を基礎から学べる講座です。ご

基礎から学べるアイシングクッキー

Koris Yamano

師準備
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

料理

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

切り口から飛び出す楽しいキャラクター。食べて美

飾り巻き寿司

牛田 純子

味しい、見て楽しい巻き寿司作りにチャレンジして
みましょう。※画像はイメージです。

第2(土)

月1回 3ヵ月

10：30～12：00

6,435円

第1(水)

月1回 6ヵ月

10：00～12：00

22,770円

■体験レッスン あり

そば好きな方、家族や仲間にそばを振舞いたい方、
趣味としてそば打ちを習いたい方、大歓迎！毎回講
師による挽きたて打ちたて茹でたてのそばの試食と

［現地］ 蕎麦工房 紗羅餐 そば打ち教室

服部 隆

ご自身で打ったそば4～5食分をお持帰りいただきま
す。
※会場はサミットビル5階(四日市市安島)
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

健康促進
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第4(日)

月1回 6ヵ月

9：30～11：30

15,840円

フォームチェックからトレーニング、食事やサプリ
メントのアドバイスまであらゆる角度からあなたの

［現地］マラソンチャレンジ

油田 直美 ほか

挑戦をサポートいたします。試走会やイベントも開
催いたします。
■体験レッスン あり

【女性限定講座】
ビューティーウォーキング

美しい歩き方・姿勢・写真の撮られ方など、第一印
田中 さつき

象をよくして素敵に魅せるテクニックをお伝えしま
す。
■体験レッスン あり

第2・4(水)
10：30～11：30
(レベルアップ)
第2・4(水)

各月2回 3ヵ月
15,840円

11：45～12：45(初級)

他者と技を競い合うものではなく、自分の幸せ健康
と共に他人の健康・幸せも願うようなおおらかで、

気功太極拳

①中川 大子

こだわりのない心をつくります。身体と心を呼吸で

②川口 惠子

つなげ、老若男女、体力のない方も続けていけま
す。

(木)
①13：00～14：30
②15：00～16：30

各月4回 3ヵ月
22,440円

■体験レッスン あり

気功をベースにした腹式呼吸法をメインに行いま
す。呼吸法を続けることによりご自身の気が高まり

気功呼吸法

城谷 公美

身体の痛みが軽減されたり心がリラックスする事が
期待出来ます。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30～11：45

13,860円

■体験レッスン あり

24この形から成る24式太極拳をはじめ、太極剣・42
式太極拳などを学んでいきます。太極拳の練習を通

武術太極拳

前澤 泉

して、内筋や脚力をつけ健康増進に役立てます。年
令問わず、体力に合わせて学べます。

(月)

月4回 3ヵ月

13：00～15：00

21,780円

■体験レッスン あり

年齢問わず、音楽に合わせ、誰でも、気軽にできる
リラックス効果のある呼吸体操です。楽しく無理な

リフレッシュ体操 練功

長谷部 由美子
日沖 幸子

く行なうことができる中国健康体操で運動不足解
消、ストレス解消になり癒し効果がある腹式呼吸体

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

12,540円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

12,540円

操です。
■体験レッスン あり

気功は、五千年の古くから伝わる心と身体を癒す健
康法です。調心・調息・調身・調食の四調節を通し

中国気功法

鷲見 三重子

て、気を養い健康寿命を延ばします。又静功(瞑想)
でストレスに負けない呼吸法を学びましょう。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

フィットネス
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

優しい音楽とアロマの香りの中でヨガを行います。
ヨガのポーズは、どなたでもして頂けるような優し
く穏やかなものです。繰り返しヨガのポーズをとる

週末リラックスヨガ

川村 由美

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

19：00～20：00

13,860円

でいたい方へおススメ!!簡単で楽しいゲーム感覚のエ

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

クササイズで姿勢改善や体調を整えていきましょう!!

10：30～11：45

13,860円

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30～11：30

14,520円

ことで自然と体の歪みが整います。体力も付きます
ので、やせ体質へ変わっていきます。心地よいヨガ
で体と心にご褒美を！
■体験レッスン あり

体を動かすのは苦手だけど、いつまでも美しく元気

美up!元気up! 簡単・楽チンエクササイズ

油田 直美

■体験レッスン あり

お尻の筋肉を鍛えるとお腹と支えあって体幹も整い

【女性限定講座】
美・ボディトレーニング

ます。姿勢を美しく保つために下半身を鍛え、若々
JUNKO

しく疲れにくい体をつくりましょう。いつからでも
体は変えられます。
■体験レッスン あり

第1・3(土)

【増設講座】
〈女性限定講座〉
はじめての「美トレ」美しい体を作る体

お腹まわりやお尻を鍛え、健康的で女性らしい体を
JUNKO

■体験レッスン あり

幹トレーニング

【新設講座】
ゆるエアロビクス

作っていきます。増設クラスです。

音楽に合わせ、全身持久力向上、生活習慣病予防や
KUMI

ストレス解消にもなります。「ゆるエアロ」始めて
みませんか。

10：30～11：30
11：45～12：45〈増設〉
〈初回12/3〉

第2・4(水)
13：30～14：30 〈初回2/8〉

月2回 3ヵ月
14,520円

月2回 3ヵ月
13,200円

■体験レッスン あり

頭や手足の指先まで丁寧にほぐし、ゆっくりとした
呼吸に合わせ柔軟性を身につけながら、自分の心と

アロマでリラックスヨガ

伊藤 寛恵

身体に向き合います。年齢や性別に関係なく、どな
たでも安心して参加できるクラスです。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

13,200円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

13,860円

■体験レッスン あり

無理なくゆっくりとした動きと呼吸で、代謝の良い
体を作ります。体幹を強化し、心身共に健康促進を

健康ヨガ

川村 由美

目指します。どんな方でも大歓迎です。まずは体験
をお待ちしています。
■体験レッスン あり

ヨガが初めての方、体が硬い方でも無理のないやさ
しい内容のクラスです。呼吸を大切に自分自身を大

やさしいヨガ

真下 和美

切に、ゆっくり楽しく動いていきます。ぜひ、一緒
にヨガを楽しみましょう。
■体験レッスン あり

第2・4(土)
10：30～12：00

各月2回 3ヵ月

第1・3(土)

13,860円

14：00～15：30

根本を正せば、全てが解消!目から鱗のローラーを使
用したピラティス。長年の生活習慣や運動遍歴また
職業などで正しい姿勢から自分の姿勢がどう逸脱し

姿勢改善ピラティス

久世 律

ているかを知ることが重要です。姿勢を正せば、も

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

れなくポッコリお腹や腰痛改善、肩凝りなどが改善

15：15～16：15

16,500円

筋肉運動を促進し、レッスンバーでバランス運動、

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

イスに座ってのツボ押しや筋膜マッサージ等を行い

13：00～14：30

12,540円

され、いつまでも自分の脚で二足歩行をするための
予防にもなります。
■体験レッスン あり

身体各部位をほぐすストレッチと中国21式呼吸健康

【女性限定講座】
イキイキ体操

法で気の流れを整え、リズム体操にて脳の活性化と
山舗 恵美子

ます。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

フィットネス
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ていく事で、心と体がほぐれていきます。ヨガ歴35

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

年以上の講師が経験と実績をもとに、やさしく指導

13：00～14：30

13,200円

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：30～11：30

14,520円

このクラスでは、本来の自分を取り戻すことが目的
です。形にとらわれず呼吸と共に簡単な動作を行っ

心と体のほぐしヨガ

水谷 さわ子

します。
■体験レッスン あり

柔軟性や筋力に自信がないとい方にもおすすめ。独
自の呼吸法(完全式呼吸)とSEN(血管やリンパ管が集

タイ仙人体操ルーシーダットン

鈴木 幸世

まっているとされるエネルギーライン)を刺激して代
謝を高めていきます。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

武道・武術
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

伝統太極拳を中心に太極拳養生功などを練習しなが
ら身体をリラックスしていきます。またゆったりと

からだにやさしい太極拳

奥村 誠之郎

した動作をすることにより体幹を無理なくパワー
アップできます。身体の軸ができると、転倒予防効

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：00

13,200円

①第1・2・3・4(金)

①月4回 1ヵ月

果も期待できます。
■体験レッスン あり

カンフーで筋力、持久力、柔軟性、向上心などを楽

カンフー入門

鵜飼 匠海

しく身につけていきましょう。
■体験レッスン あり

18：30～20：00

7,920円

②第1・3(金)

②月2回 3ヵ月

18：30～20：00

13,200円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

フラは何歳からでも始めることができ、子どもから
シニアまで自由に楽しく踊ることができます。ま
た、高齢になっても続けることができるのがフラの

【新設講座】
〈女性限定講座〉

森 良子

フラ〈初級クラス〉

魅力の一つです。ゆったりとした音楽に合わせて踊
ることで基礎体力の向上と有酸素運藤で健康

第2・4(金)
10：30～11：45 〈初回1/13〉

月2回 3ヵ月
16,500円

に・・・。今では、認知症予防にも注目を集めてい
ます。
■体験レッスン あり

世界中の各国に伝承されて踊りつがれ来た民族舞踊
(フォークダンス)を楽しく踊ります。美しく楽しい音

楽しいフォークダンス

森 幸恵

楽にのって、ご自分を表現してみませんか？適度な
運動と仲間作りをしませんか？お待ちしています。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

14,520円

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

11,220円

■体験レッスン あり

踊って健康！
フォークダンス・レクダンス

年齢・性別を問わないフォークダンス・レクダンス
市川 信子

を世界各地の音楽で楽しく踊ります。健康維持、認
知症予防にも最適な中高年のスポーツです。
■体験レッスン あり

情熱の国スペインの踊りフラメンコ。フラメンコの

【女性限定講座】
フラメンコ

岡本 早苗 ほか

基礎のステップ、身体や腕の使い方、カスタネット

➀第1・3(水)

の鳴らし方等を練習します。「セビジャーナス」を

13：00～14：00

月2回 3ヵ月

②第2・4(火)

13,200円

始め、フラメンコ曲の踊りをマスターしていきま
す。

19：30～20：30

■体験レッスン あり

子供の時に憧れていたバレエレッスン。もう今では
遅いかな？と思っていませんか？大丈夫です!思いつ

大人から始めるバレエレッスン

赤瀬 麻美

いたその時が貴女のベストタイミング。さあ一緒に
バレエの扉を開けてみましょう❤

第1・2・3・4(金)

月4回 1ヵ月

13：15～14：45

8,360円

■体験レッスン あり

ベリーダンスはエジプトが発祥で、世界最古のダン
スといわれています。お腹を中心とした独特の滑ら

【女性限定講座】
魅惑のベリーダンス

かな動きは、女性らしいボディラインづくりに効果
Aya

が期待できます。激しい動きは少ないので、年齢体
形問わず楽しめるダンスです。アラブ特有の美しい

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

18：30～19：45

14,520円

音楽に合わせて楽しく踊りましょう。
■体験レッスン あり

陽気にラテンサルサのリズムに乗って踊れば、スト

ラテンサルサ・入門

EMIKO

レス解消＆シェイプアップ!どなたでもお気軽にどう
ぞ!

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

12：00～13：15

15,180円

第1・2・3・4(木)

月4回 1ヵ月

19：00～20：00

9,240円

■体験レッスン あり

無理なく、楽しみながら汗をかきましょう。踊って

ZUMBA(ズンバ）

yanina

いるうちに自然とエクササイズになります。
■体験レッスン あり

全身運動のクラシックバレエ。経験の有無を問わず

クラシックバレエ ・シェイプアップバレ
エ(大人)

体幹を意識したレッスンから得る柔軟でしなやかな
金田 枝里香

ボディを作り、楽しくリズムにのって踊りません
か。

(水)

月4回 3ヵ月

18：00～19：30

22,440円

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

19：00～20：00

12,342円

■体験レッスン あり

金具の付いたシューズで床をたたいてリズムを奏で
ます。最初は簡単なステップから練習し、そのス

タップダンス

志乃舞 優

テップを様々に組合せて、ジャズやロックの名曲に
のって楽しく格好良く踊ります。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋舞

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

10：30～11：30

14,322円

三洋電機㈱井植敏元会長が考案した腰掛タップダン
スです。椅子に腰掛けたままのタップダンスなので
転倒の心配もなくシニア世代にピッタリ!足首、太も

腰掛タップダンス

志乃舞 優

もを中心に無理なく下半身全体の筋肉を鍛えること
が可能です。目指せ”寝たきりゼロ”を合言葉にお
しゃれなタップダンスで筋力向上を目指します。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

日舞

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

13：00～15：00

12,210円

足腰のストレッチから始め、踊りの基本を身につけ
ます。その後は各自の個性に合った踊りが完成する

正調安来節どじょうすくい

一宇川 正光

ように指導します。楽しく踊って健康になりましょ
う。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

邦楽

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

数字譜の琴と楽譜で、誰でも演奏することができま

琴城流 大正琴

鈴木 琴志乃安

す。弾き方の基本からしっかり身に付けいろいろな
曲を楽しく弾きましょう。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

13：00～15：00

17,160円

■体験レッスン あり

篠笛は竹でできた日本古来の横笛です。本講座では
唄用の七本調子を使用します。音が出るまで多少時

しの笛

吉岡 敦子

間がかかりますが、童謡、唱歌、民謡、歌謡曲、
ポップスなどのお好きな曲を楽しく演奏してみませ

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

18：30〜19：30

12,540円

んか。
■体験レッスン あり

沖縄ではエエ四という縦書きの楽譜を使いますが、
本講座では三味線の文化譜を使用しますので、どな

沖縄三線

西尾 峯伊勢

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

17：00〜18：00

13,860円

ます。腹式呼吸法による邦楽特有の声の出し方、正

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

しい姿勢も身につき、ストレス解消や健康にも効果

13：00〜14：00

13,860円

たでもすぐに弾くことができます。三線を弾きなが
ら沖縄の民謡やポップスなどを唄ってみませんか。
■体験レッスン あり

三重県を代表する民謡伊勢音頭、尾鷲節、桑名の殿
様や地域に親しまれる県内各地の新民謡などが学べ

民謡 三重県の民謡を唄う

西尾 峯一

的です。
■体験レッスン あり

粋な民謡や端唄など三味線を初心者を対象に基礎か

はじめての三味線

西尾 峯一

ら分かり易く丁寧に指導します。
■体験レッスン あり

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

14：00～15：00

15,840円

豪快かつ繊細なバチさばきの津軽三味線。豊富な経
験と実績を持つプロの講師が初心者から経験者まで

津軽三味線

西尾 峯一

個人に応じたレッスンを細やかに行います。一年程
度で津軽じょんがら節が弾ける様になります。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

15：00～16：30

15,840円

■体験レッスン あり

経験者の方も、基礎の構え方や姿勢をしっかり確認
して打ち込んでいきます。太鼓演奏に向けて、繰り
返し練習していきます。演奏技術はもちろん、太鼓

和太鼓講座(経験者クラス)

服部 博之

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

15：00～17：00

15,180円

きます。オリジナル曲にも挑戦し、合奏の楽しさを

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

体験できます。足腰の強化、体力アップで更なる元

14：30～16：30

15,180円

の音の響きや音色、表現方法にも注目し指導しま
す。奥深さを知り、太鼓の魅力を存分に体験してみ
ませんか？更なる上達を目指す方、太鼓奏者の視点
から、指導します。

初めての和太鼓に挑戦!思いっきり、打ち鳴らそう!準
備運動から始まり、太鼓の構え方や姿勢、バチの握
り方など、基礎からじっくりと繰り返し指導してい

和太鼓講座(入門クラス)

服部 博之

気な身体づくりにも!太鼓奏者の視点から、太鼓を打
ち鳴らすコツを指導します。
■体験レッスン あり

誰でも一度は耳にしたことのある童謡、唱歌を中心

日本の歌をうたう

広瀬 ふさえ

に、歌うことの楽しさを味わいます。
■体験レッスン あり

60年代から現代にヒットした歌謡曲、フォークソン

懐かしの歌謡曲

広瀬 ふさえ

グなどを思い出して楽しく歌いましょう。
■体験レッスン あり

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

10：15～11：45

11,682円

第4(火)

月1回 3ヵ月

10：15～11：45

5,841円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

スタンダードジャズを英語で歌いながら、歌うため
に必要な知識と技術の習得を目指します。自宅での

英語で歌おうスタンダードジャズ

牛嶋 としこ

練習がし易いよう、CD付の教材を使用し、3ヵ月で1
～2曲を仕上げ、ヴォイストレーニングも行います。
■体験レッスン あり

ウクレレ

中川 貴雄

曜日・時間

受講料

第1・3(木)
16：30～18：00
18：30～20：00

各月2回 3ヵ月

第2・4(木)〈初級クラス〉

15,840円

16：30～18：00
18：30～20：00

ウクレレが初めての方向けに、持ち方から音の出し

第1・3(土)

方、やさしいコードでのストラミングをレクチャー

15：15～16：15(入門)

月2回 3ヵ月

します。

16：20～17：20(初級)

13,200円

■体験レッスン あり

17：30～18：30(中級)

妙なる調べは古代より人々に愛されてきました。
ハープは癒やしの楽器として医療現場でも注目され

ハープを弾こう

山﨑 さやか

ています。また初心者の方でもすぐに音が出せる
ハードルの低い楽器です。優雅な音色をお楽しみ下
さい。

第1・3(火)
13：00〜17：00
(30分個人レッスン)

月2回 3ヵ月
20,460円

■体験レッスン あり

気持ち良く思い切り声を出しましょう!歌うって楽し

女声コーラス

長谷川 恭子

いよ!
■体験レッスン あり

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

14：00〜15：30

14,322円

初めての方やもう一度弾いてみようという方までギ

気軽に弾けるアコースティックギター

伊藤 智美

ターを気軽に楽しく弾けるようにレクチャーしま

第1・3(水)

す。夕方と夜の2クラスから選べます。(アコース

16：30～18：00

ティックギター初心者向けレクチャー)

18：30～20：00

各月2回 3ヵ月
15,840円

■体験レッスン あり

二胡の音色をきれいに出す構え方、持ち方、弓の使

二胡
〈入門クラス〉

い方等、基礎をしっかり教え、簡単な曲が楽しく弾
渡邉 直子

けるように指導します。二胡譜の読み方、書き方も
指導します。
■体験レッスン あり

二胡
〈経験者クラス〉

二胡の基礎練習を徹底し、簡単な曲から、レベル
渡邉 直子

アップできるように、弦楽器ならではのより高度な
技術を指導します。二胡で弾いてみたい曲の編曲方
法も指導します。

第2・4(土)
〈入門クラス〉
13：00～14：00

月2回 3ヵ月
14,520円

〈超入門クラス〉
12：00～13：00

第2・4(土)
14：10～15：10
15：20～16：20

月2回 3ヵ月
14,520円

アットホームで、あたたかい教室の雰囲気の中で、

オカリナ

尾家 由美

オカリナをやさしく指導します。希望者は、老人
ホーム等で、演奏していただく機会がございます。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

18：30～20：00

13,200円

ぜひオカリナを楽しんでください。

アットホームで、あたたかい教室の雰囲気の中で、
オカリナをやさしく指導します。希望者は、老人

はじめてのオカリナ入門

尾家 由美

ホーム等で、演奏していただく機会がございます。
ぜひオカリナを楽しんでください。
■体験レッスン あり

【新設講座】
気軽にクラシック
〈全6回〉

加藤 愛

第1・3(水)
16：00～17：30

月2回 3ヵ月

第2・4(火)

13,200円

13：00～14：30

難しいと思われがちなクラシック音楽を、音楽の分

第2(月)

析や成り立ちを通して、音そのものが持つ楽しさを

10：30～12：00 〈初回

月1回 3ヵ月

知る講座です。名演の鑑賞を交えながら、現役オペ

10/17〉

8,580円

ラ歌手がたのしくお送りします。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

洋楽

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

〈初級〉
第2・4(金)

気軽にはじめましょうヴァイオリン 〈初
級〉〈中級〉

初めての方から経験のある方までヴァイオリンを楽
奥村 優

17：30～18：30

しんで弾けるように指導します。
■体験レッスン あり

〈中級〉

月2回 3ヵ月
15,180円

第2・4(金)
18：30～19：30

憧れのフルート。楽器の扱い方や音の出し方など基
礎から丁寧に指導いたします。グループの皆さんと

フルートアンサンブル入門

近藤 茜

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

12：30～13：30

16,500円

リコーダーで2～4重奏を楽しみます。懐かしの叙情

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

歌や歌謡曲からクラシックまで、様々なジャンルの

11：00～12：00

14,520円

助け合って素敵なハーモニーを奏でましょう。様々
なジャンルの曲をゆっくり楽しく仕上げていきま
す。
■体験レッスン あり

気軽に始められるリコーダー。楽譜が読めない方も
丁寧にお教えします。ソプラノリコーダーとアルト

リコーダーアンサンブルを楽しもう

近藤 茜

曲をゆっくり楽しくアンサンブルします。
■体験レッスン あり

簡単な楽典のきまり、音符の読み方を覚えながら練

複音ハーモニカ 入門・初級

村上 幸子

習、学んでいきます。
■体験レッスン あり

複音ハーモニカ 中級

村上 幸子

美しい音の出し方をはじめ、練度の高い種々の技法

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

11：00～13：00

12,540円

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

13：00～15：00

13,200円

にもなります。ヴォイストレーニングで声が若返り

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

ます。見た目も若返ります。話し声、歌う声が美し

10：30～11：30

15,180円

を習得します。

身体を使って声を出す出し方を学びます。腹式呼吸
をする事で声が通るようになります。高い声、低い
声が出るようになります。また、誤嚥性肺炎の予防

ヴォイストレーニング

大貫 亜以

くなり、活舌がよくなります。全身を使って声を出
してみませんか？身体が中からスッキリしますよ。
■体験レッスン あり

演歌・歌謡曲を中心に、歌唱法テクニックをわかり
やすく説明します。お好きな楽曲をアドバイスしま

演歌・歌謡曲・歌唱講座

眞坂 孝夫

す。また、新曲の歌い方を詳しく説明し、楽譜から
読み説く歌唱法を伝授いたします。

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

11,022円

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：45～12：15

13,860円

■体験レッスン あり

令和の流行歌から昭和歌謡まで、発声の練習や指導

楽しく歌おうポピュラーソング

野村 伸江

も併せて、丁寧に教えます。楽譜の読めない方もお
気軽にお越しいただけます。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

専用の消しゴムを使い、彫るのも押すのも楽しい消

消しゴムはんこ

やっちゃ

しゴムはんこを一緒に作りませんか？カードや年賀
状にも！

第4(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：30

6,600円

■体験レッスン あり

見たままのデッサンではなく、感じたままをユーモ

デフォルメ似顔絵教室

畠山 正

アたっぷりに描きませんか。
■体験レッスン あり

第4(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜14：30

6,600円

木や布等に図案を写してから描くので絵心がなくて

トールペイント

石川 朱美

も安心です。ぬり絵感覚のものや、ひと筆書き等、

第1(金)

月1回 3ヵ月

13：30～15：30

7,260円

色づかいを楽しみながら、はがきや色紙に描いてお

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

便りにしたり、額に入れて飾ったり、暮らしの中に

13：00～15：00

13,200円

好みの技法で描いて楽しみましょう。
■体験レッスン あり

季節の草花を愛で、墨と水性日本画絵具で筆づかい

暮らしの中の墨彩画

本多 紫風

絵心をはずませます。

水彩画、デッサン、パステル、油絵等、自分の学び

絵画入門

伊藤 宏

たいコースで絵画の基礎を学びます。
■体験レッスン あり

第2・4(日)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

11,550円

句、書、画、空間が互いにバランスを取り合い、濃

やさしい俳画

加藤 紀穂

淡渇筆省略の描法です。四季の俳画を楽しみましょ
う。

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

12,540円

■体験レッスン あり

色えんぴつ画をはじめてみたい方、絵画の入り口と
して色えんぴつを使って描いてみたい方に最適な講

色えんぴつアート入門

福永 照久

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

15,180円

る文字や逆筆で味のあるイキイキした字に、変身し

第1(月)

月1回 3ヵ月

ます!!言葉の持つぬくもりを大切に、画と共に愉しみ

13：30～15：00

7,260円

座です。基礎から応用まで、一人一人の個性を生か
しながら楽しく制作をしてゆきます。
■体験レッスン あり

己書は、書道のようなこだわりを捨てて自由に!絵を
描くように表現出来ます。字の苦手な人も、ぐるぐ

己書(おのれしょ)を愉しむ

粥川 明子

ましょう♪
■体験レッスン あり

鉛筆から始められるデッサンからスタートします。
写生するという初歩から少しずつ表現する描写力を

やさしい絵画教室

三輪 啓子

身につけていきます。水彩画など好きな表現方法で
進みましょう。

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

18：00～19：30

12,540円

■体験レッスン あり

日本画(墨彩画)

宮﨑 観峰

和紙に水墨画の基本練習から、絹本に墨彩画へと変

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

11,550円

紙。心をこめて筆で描く季節のお便りは受け取った

第3(土)

月1回 3ヵ月

方が笑顔になります。ぜひ、一緒に絵手紙をはじめ

13：30～15：30

7,920円

第2(日)

月1回 3ヵ月

13：00～15：00

6,930円

わり、額装・掛軸画に進んでいく。

絵手紙のキャッチフレーズは「ヘタでいいヘタがい
い」字も絵も苦手な人にこそおすすめなのが絵手

はじめての絵手紙

荒木 万里

ましょう。
■体験レッスン あり

木版画

小原 喜夫

各自の個性に合わせた指導、現代アートとしての木
版を追求します。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

手本(粉本)を模写し、平安時代から受け継がれてき
た日本独自の美しいやまと絵(大和絵)の表現方法を

やまと絵を描く

小川 秀玲

勉強します。又実技と平行して古典を学び正しい理
解が得られるように指導します。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：00～15：00

11,550円

■体験レッスン あり

人体の構造や動きなどを観察して、基本となるヌー

油絵・裸婦デッサン

三輪 啓子

ドデッサンと、油絵の具の基礎的な技法を学び、絵
を描くことの楽しさを味わいます。

ものの形や明暗をよく観察して、基本となる鉛筆

水彩画

三輪 啓子

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

15：30～17：30

27,720円

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

15：30～17：30

11,220円

から入り濃淡、筆勢の練習をして基礎である四君子

第1(月)

月1回 6ヵ月

から始めます。季節のもの身近なものを手本にして

13：00～15：00

14,190円

デッサンと、水彩絵の具の基礎的な技法を学び、絵
を描くことの楽しさを味わいます。

はじめて筆を持つ方の水墨画教室です。墨のつけ方

はじめての水墨画

水谷 桑丘

描いていただきます。経験者は不可。

えのぐや筆の使い方など初歩からご指導します。身
近な静物や植物、風景などご自分の好きなものを描

水彩画初級

西川 妙子

きます。生活の中にちょっと潤いができるかもしれ
ません。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

14,520円

■体験レッスン あり

色鉛筆で身近なものやご自身の好きなものを描きま
す。色を重ねることで深みのある色合や微妙な色に

色えんぴつ画

西川 妙子

なります。ぬり方の工夫もできるようになり楽しく
なってきます。

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

13：45～15：15

14,520円

■体験レッスン あり

伝統工芸「伊勢型紙」の技法を初心者の方にも丁寧
に指導します。またその技法を活用させた創作絵画

伊勢型紙・彫型画

大杉 華桜

「彫型画(ちょうけいが)」を制作し、伝統工芸を肌
で感じながら自分だけの作品を制作して頂けます。

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

11,880円

■体験レッスン あり

身の回りに咲いている可憐でかわいい花々を、水彩

水彩で描く花の絵

野崎 てるみ

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

15：30～17：30

11,550円

します。金繕い、金直しともいいます。割れた部分

第2(月)

月1回 3ヵ月

を継ぎ、欠けた部分を形成し、その上を金銀の蒔絵

17：40～20：10

9,735円

します。金繕い、金直しともいいます。割れた部分

第2(月)

月1回 3ヵ月

を継ぎ、欠けた部分を形成し、その上を金銀の蒔絵

15：00～17：30

9,735円

第1・3(水)

月2回 3ヵ月

10：30～12：00

15,840円

絵の具を使って基礎から丁寧に指導いたします。
■体験レッスン あり

破損してしまった大事なうつわ、陶器と漆器を修復

金継ぎ・蒔絵(夜クラス)

栗原 蘇秀 ほか

で飾ります。

破損してしまった大事なうつわ、陶器と漆器を修復

金継ぎ・蒔絵(昼クラス)

栗原 蘇秀 ほか

で飾ります。

うずらからオーストリッチまで様々な大きさの本物
の卵を装飾し、宝石箱や季節の飾り、オーナメン

エッグアート

山本 香代

ト、アクセサリーなどの作品を制作します。他のお
稽古にない華やかさが魅力です。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

美術・絵画
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

〈入門〉

動植物をモチーフにした繊細なデザインのオリジナ

月1回 3ヵ月

ル図案を小さなハサミだけで作り出す蒼山日菜のモ

蒼山日菜レース切り絵 入門

髙橋 和子

ノクロームの切り絵の世界、そのテクニックを初歩

第1(日)

から習得します。優美な切り絵の世界に挑戦しませ

10：30～12：30

んか。
■体験レッスン あり

受講料

10,560円
〈中級〉
月1回 3ヵ月
12,210円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

プティはフランス・プロヴァンス地方の伝統的なキ
ルトの手法です。図案を描いた表布に裏布を重ねた2
枚の布を柄に添って縫い合わせていき、ひとつひと

【新設講座】
南フランスのキルトBoutis～プティ

稲垣 友里

つの柄に詰めものをして膨らみをつけていきます。

第1(金)

布の彫刻と言われるプティは白が基本です。普段使

10：30～12：30 〈初回12/2〉

いの小物からクッションカバーやベビーキルトなど

月1回 3ヵ月
10,560円

の大物までの12作品をゆっくり制作できる基礎レッ
スンの講座です。
■体験レッスン あり

日本の四季の彩りをキルトで“粋”に演出してみませ

着物をアレンジ和布キルト

片桐 好子

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

13：00〜15：00

14,520円

絹糸が綾なす模様が魅力です。実用としてだけでな

第4(金)

月1回 3ヵ月

く、アクセサリーなど他の用途でも楽しんでいただ

13：00～15：00

9,735円

んか。キットによる講座です。
■体験レッスン あり

金沢に古くから伝わる加賀ゆびぬきは、色鮮やかな

加賀ゆびぬき

横井 早苗

けます。

リースやヘアアクセサリー、バッグやチャーム等の

大人のリボンアクセサリー

青池 友紀

暮らしに彩りをあたえる大人可愛いリボンクラフト
です。

第2(土)

月1回 3ヵ月

10：30～12：30

7,260円

■体験レッスン あり

基本の丸つまみと剣つまみをしっかり身につけてい

つまみ細工

宮崎朱美

ただくことができます。針と糸は使わずボンドを
使って作っていきますので、お気軽にどうぞ。

第4(水)

月1回 3ヵ月

10：30～12：30

10,395円

■体験レッスン あり

基礎から始めよう 楽しいパッチワークキ
ルト

お好きな色や柄の布を使い、簡単製図で作品を作り
武居 美智子

ませんか。体験では「シャドーミニキルト」でタペ
ストリーを作ります。

第2(月)

月1回 3ヵ月

13：00～15：00

6,600円

■体験レッスン あり

細かい紙をクルクル巻いてバラを作りアクセサリー
や小物雑貨を作ります。紙の色は、140色以上ある
のであなただけのオリジナルの作品が出来上がりま

ペーパーアクセサリーロザフィと美乃花

櫻井 亜希子

す。不器用さんでも大丈夫です。バラの作り方のコ
ツを覚えれば素敵なアクセサリー作りを楽しんでい

第4(土)

月1回 6ヵ月

10：30～12：30

14,520円

ただけます。
■体験レッスン あり

荷造りバンドから可愛い小物入れ・カゴ・バックと

楽らくクラフトバッグ

伊藤 弘子

第1(火)

月1回 3ヵ月

13：00～15：00

6,930円

です。手本どおりに作るのではなくボディに変化を

第1(日)

月1回 3ヵ月

つけることで、個性的な楽しみを味わえます。免許

13：00～16：00

10,560円

初心者から、わかりやすく指導します。
■体験レッスン あり

桐粉に混ぜ合わせて作る現代木目込みの手法を使う
真多呂人形は200年以上の伝統を持つ雅やかな人形

上賀茂流 真多呂人形

川上 真仙子

制度もあり、各自教室も開けます。
■体験レッスン あり

日本の五節句を、人形作りで感じたり、和紙等を
使った季節の小物作りも楽しみます。基本のボ

和紙人形

中根 法子

ディー作りをマスターして、創作人形を各自が制作
できますようにご指導させていただきます。

第1(火)

月1回 3ヵ月

13：00～15：00

7,260円

第3(金)

月1回 3ヵ月

10：30～12：30

6,765円

■体験レッスン あり

身近にある素材を使って「私だけの帽子」を作り、

はじめての帽子づくり

大川 恵子

オシャレにかぶりましょう。眠っている洋服が素敵
によみがえります。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

手芸

近鉄文化サロン四日市
講座名

講師

はじめての刺しゅう

平岡 ヤヘ

講座内容
針に糸を通して遊んでみませんか。暮らしに役だつ
ものが生まれてきます。刺しゅう初心者向けのクラ
スです。基礎のステッチから始めましょう。

曜日・時間

受講料

第1・3(木)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

12,210円

〈初・中級〉

戸塚刺しゅう

平岡 ヤヘ

初心者には基礎の刺し方、配色、デザインの手ほど

第1・3(木)

きを指導。修得年数を重ねた経験者には複雑で高度

13：00～15：00

なステッチを利用した作品創りを楽しんでいただき
ます。資格取得制度があります。

第2・4(木)
10：30～12：30

月2回 3ヵ月
12,210円
〈研究科〉
月2回 3ヵ月
13,530円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

服飾

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

14,520円

ヨーロッパのクラシックレースの一種で、シャトル
と呼ばれる糸巻きを使い結び目を作っていく技法で

かわいいタティングレース

伊藤 江美

す。糸の巻き方から学び、モチーフやアクセサリー
を作る初心者向けのクラスです。
■体験レッスン あり

第2(水)
たんすの中で眠っている着物を洋服に仕立ててみま
せんか。文化式の原型を使った型紙を使い、オン

着物リメイク

寺田 生恵

■体験レッスン あり

かぎ針、棒針編みの基本から指導します。季節に
向井 昌子

13：00～15：00〈増設〉

リーワンのキラッと光るお洋服となるようにお手伝
いします。

楽しいあみもの

10：30～12：30

あった新素材も取り入れて、自由に自分のペースで
編んでいきます。
■体験レッスン あり

第4(水)

月1回 3ヵ月
7,920円

10：30～12：30〈増設〉

第1・3(月)
14：00～16：00
第1・3(木)
10：30～12：30

各月2回 3ヵ月
13,200円

13：00～15：00

生地にした絵を写し、それにそって羊毛を刺すだけ
の簡単刺しゅうです。手持ちのシンプルな洋服がま

羊毛刺しゅうでファッションリメイク

酒井 秀子

るで1点物のオートクチュールに大変身!リメイクす
ることでファッションの楽しさもぐっと広がりま

第3(火)

月1回 3ヵ月

13：00～16：00

12,210円

す。
■体験レッスン あり

青森県津軽地方の伝統工芸、こぎん刺しで可愛い小

こぎん刺し

神谷 茂美

物を作ります。布の目を横に拾って刺し進む幾何学

第1(土)

月1回 3ヵ月

11：00～13：00

7,260円

ら始めてみませんか？ボタンつけや基本をゆっくり

第1(土)

月1回 3ヵ月

学べます。お子様(小4以上)も大歓迎。楽しく手作り

13：30～15：30

6,435円

模様は現代の暮らしに取り入れたい美しい模様で
す。

洋裁をしてみたいけど何から始めていいのかわから
ない、そういう方へ!まずは、針に糸を通すところか

洋裁クラブ

稲垣 愛美

始めましょう。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

工芸

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

ビニールシート(PVC)を専用の彫刻刀で彫り、裏面に

シャインカービング

yaccha

カラーフィルムを貼りつけると、ステンドグラスの
ような色鮮やかな作品が生まれます。

第4(水)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

7,590円

■体験レッスン あり

アメリカ東海岸のナンタケット島の伝統工芸品で
す。非常に緻密な編み方から「世界一美しいかご」

ナンタケットバスケット

佐久間 明美

と称され、年を経るごとにアメ色に変わり味わい深
くなります。木型を使って編んでいきます。貴女の

第2(金)

月1回 3ヵ月

10：30～12：30

12,540円

オンリーワンバスケット作ってみませんか。

竹かごなどに和紙を張り重ね柿渋を塗る伝統工芸で

一閑張り講座

マチノ ヤヨイ

す。雑貨やバッグ、インテリアも一閑張りしちゃい

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：30～15：30

7,260円

ヤーレースジュエリー、ビーズ刺繍等、色々な技法

第3(火)

月1回 3ヵ月

を学び、お好みの色で初心者の方でも楽しくビーズ

10：30～12：30

7,920円

るために今回材料として木を使用。気は長く付き合

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

えば付き合うほど艶やかに美しくなるでしょう。基

15：30～17：30

14,520円

ましょう。
■体験レッスン あり

針と糸で作るビーズステッチ。ビーズを通してレー
ス糸をかぎ針で編むジュエリークロッシェ。ワイ

ビーズアクセサリー

佐渡 英子

アクセサリーが作れます。
■体験レッスン あり

手のひらの芸術、根付。木材などに細工を施した根
付は、提げ物を帯などに留める留め具として多くの
人々の心を掴んできました。使って楽しい根付を作

木彫 根付入門

横山 大眞

礎的なことを中心に初心者でも作りやすい根付を作
ります。
■体験レッスン あり

【新設講座】
上賀茂流 真多呂人形 絆卯(きずなうさぎ)

川上 真仙子

〈全2回〉

桐粉に混ぜ合わせて作る現代木目込みの手法を使う

11月6日(日)

真多呂人形は200年以上の伝統を持つ雅やかな人形

13：00～16：00

です。手本どおりに作るのではなくボディに変化を

12月4日(日)

月1回 2ヵ月

つけることで、個性的な楽しみを味わえます。来年

13：00～16：00

2,640円

の干支の「絆卯」を11月～1月までの間の2回で作成

1月29日(日)

します。

【新設講座】
PPバンドの親子バック

伊藤 弘子

〈全2回〉

13：00～16：00

耐久性に優れ、水に強いので汚れたら洗える便利な

11月23日(水)

バッグを2回で1個作ります。希望の方には、後日の

13：00～15：00

受講で子バッグも作れます。初心者向けの可愛いプ

11月30日(水)

ラバッグです。

全2回 3,520円

13：00～15：00

ランプシェード・インテリア小物などステンドグラ
ス技法で作製します。ガラスカットから個性を生か

ステンドグラス

中井 善子

した色彩、デザインの研究などにポイントを置き指
導します。

第2・4(木)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

12,210円

■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

書道

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

学ぶこともできます。初心者から師範取得希望者ま

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

で、硬筆、実用書、漢字、仮名を学びます。(専門は

14：00〜16：00

11,880円

幼小中高大学生から大人の方まで各自の要望に応じ
て学んで頂きます。学生は学校の授業内容に沿って

書を楽しむ(正筆会)

荒木 敬子

仮名)
■体験レッスン あり

初心者から師範取得を目指す方までを対象とする書
道講座。基礎、古典臨書を経て、墨の濃淡、潤渇、

お仕事帰りの書の教室
〈フリータイム制〉

余白美等を駆使し、人の心に響く個性あふれる書が
林 爽瑤

第2・4(火)

月2回 3ヵ月

17：00〜20：00(2時間)

13,860円

す。臨書写経などもできます。希望者は、検定や展

第1・2・3(木)

月3回 3ヵ月

覧会出品もできます。楽しく書を学んでいただく講

10：30～12：30

17,820円

書けるよう指導します。また手紙文など実用書も学
べます。
(テキスト：『書の教室』)
■体験レッスン あり

初心者は、毛筆・ペン字・筆ペンを基礎から学べま

書道入門(くらしに役立つ毛筆・ペン・
筆ペン)

す。経験者・上級者は基礎から芸術書道まで学べま
一色 柳浄 ほか

座です。
■体験レッスン あり

基礎から芸術書道まで指導します。漢字、ペン、か

毛筆とペン

中条 彰山

なは希望のものを選択できます。
■体験レッスン あり

第2・3・4(月)

月3回 3ヵ月

13：00～15：00

15,345円

書の基本を第一義として練習を重ね、書くことの楽

毛筆

中条 彰山

しさと書の素晴らしさを会得できるよう指導致しま
す。

第1・3(火)

月2回 3ヵ月

10：30～12：30

11,800円

第1・2・3(月)

月3回 3ヵ月

10：30～12：30

16,830円

■体験レッスン あり

日本で生まれたかなは、文章を書く上で漢字より多
く使います。かなを学ぶことは美しい文字への近道

かなの書

永平 巳旺子

です。かなの初歩から奥深い所までのわかり易い説
明と実践で指導しますので楽しく学んでいただけま
す。

手書き文字はパーソナリティ。字は人を表します。

【新設講座】
ペン習字 美文字講座

お仕事帰りにペンをもち、自分の字と向き合いゆっ
若宮 舞奏

たりとしたひとときを味わいながら書く喜びを体感
しましょう。名前、住所から始め美文字の法則をお

第2・4(水)
18：30～20：00 〈初回1/11〉

月2回 3ヵ月
14,520円

伝えします。
■体験レッスン あり

芸術性の高いかな書道。百人一首を美しい料紙に書

【新設講座】
美しい料紙に書く百人一首

若宮 舞奏

き、あなただけの作品にしてみませんか?せわしい日

第1・3(火)

常から逃れ、墨を磨り呼吸を整え、書く喜びをぜひ

10：30～12：00 〈初回1/17〉

体感してみて下さい。

月2回 3ヵ月
14,520円

■体験レッスン あり

日本独自の優美なかな文字を中心に学んでいきま
す。基本より始め、更には創作作品にいたるまで幅

かな

山本 雅月

広くまた、初心者にもわかりやすく基礎からご指導
しますのでご参加下さい。
■体験レッスン あり

①(金)
13：00～15：00

①月4回 3ヵ月

②第1・3(金)

21,120円

13：00～15：00

②③月2回 3ヵ月

③第2・4(金)

12,540円

13：00～15：00

自分の雅印を刻すことから始めて書画まで、総合的
に学べる学習サロンです。難しいことを分かりやす
く指導、支援しますので、貴方のやりたいことが、

はじめよう・てん刻 書道

小川 匪石

気ままに楽しめます。相互に目標を設定、確認しな
がら、少人数による個別指導であなたの希望を書作

第3(木)

月1回 3ヵ月

15：30～17：00

7,260円

品に実現していきます。
■体験レッスン あり
※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

書道

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

きれいな文字が書けるように、ボールペン・筆ペン

実用書(ペン字・筆ペン・小筆字)

太田 夏代

などで、基本から指導します。硬筆・毛筆検定試験
も受験できます。

第1・3(月)

月2回 3ヵ月

13：00～15：00

11,880円

第2(木)

月1回 3ヵ月

13：00～15：00

8,910円

■体験レッスン あり

書くことから生まれる安らぎの心。心の清浄と日々
の平安を願って書写をすることによって自ら仏音に

寫經教室(写経)

水谷 紅楓

触れ、清浄心を培う一種の「行」として始めてみま
せんか。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文化・歴史
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

選びの背景は。そして、戦国時代の東日本と西日本

第1(月)

月1回 6ヵ月

の違いは。地理・地形の視点から、戦国日本につい

15：30～17：00

14,850円

説」から「九・六騒動」「宇陀崩れ」まで、古代・

第2(金)

月1回 9ヵ月

中世・近世にわたるディープな奈良の歴史の真相を

13：00～15：00

15,840円

することを目標と致します。原則として、毎回完結

第4(木)

月1回 6ヵ月

型になります。初心者からベテランの方まで対応致

13：30～15：00

14,190円

なぜ、桶狭間や長篠、山崎や関ヶ原が決戦の場所に
なったのか。また、信長・秀吉・家康の築城の場所

地理・地形から見る戦国時代「戦国シ
リーズ」

小久保 嘉紀

〈全6回〉

て考えます。
■体験レッスン あり

佐紀、初瀬、磐余、飛鳥、吉野などの有名な史跡紀
行をスライドで紹介し、「三韓征討」「二朝並立

奈良まほろば歴史講座「奈良まほろば歴
史紀行」

鈴木 浩

〈全9回〉

分かり易く語ります。
■体験レッスン あり

『萬葉集』の歌を当時の発想・風俗・習慣・歴史の
中に身を置くことで、詠作者の思いを実感し、感動

萬葉文化

廣岡 義隆

します。
■体験レッスン あり

【新設講座】
戦国シリーズ「徳川家康」

第1(月)
小久保 嘉紀

15：30～17：00 〈初回3/6〉

〈全6回〉

月1回 6ヵ月
14,850円

どんな人も自分の人生に深い納得を探し求めている
のではないか？「生きる意味」「生きる拠りどこ

親鸞のこころー『正信偈』に学ぶ

池田 徹

ろ」「生きる意欲(悩む力)」を「親鸞仏教」に学んで
いきたいと思います。

第2(木)

月1回 3ヵ月

13：00～14：30

6,600円

■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

文学・文芸
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

講師の実演を聞き、落語の基本(しぐさ、スタイル、
背景など)、ネタを学びます。笑いを創り出して自分

「落語」話し方教室

ねむ亭 安楽

の幅を広げましょう。「笑い」は心を開くことで生
まれます。

第3(日)

月1回 6ヵ月

13：30～15：00

14,520円

■体験レッスン あり

東海道など歴史街道沿いには、著名作家以外にも郷
土ゆかりの多くの作家が小説・随筆などを遺してい

街道の文学散歩

志水 雅明

ます。文化遺産とも言うべきそれらを知り、居なが
らにして、大きな歴史的財産に触れてみませんか。

第2(水)

月1回 6ヵ月

13：30～15：00

14,520円

■体験レッスン あり

変体仮名のテキストと現代語訳の教材で、『源氏物
語』を読み進めます。平安時代のみやびな雰囲気を

源氏物語を読む

木戸 久二子

第1(土)

月1回 3ヵ月

13：30～15：00

7,095円

です。三重県とつながりの深い山口誓子先生の添削

第1・3(日)

月2回 3ヵ月

例を教本として、俳句の面白さを学びます。受講者

10：30～12：30

14,520円

く表現することを楽しむクラスです。宿題ではなく

第2(水)

月1回 6ヵ月

教室で書きますのでご安心を。自分のペースを大切

10：30～12：00

15,510円

楽しみましょう。現在、第22帖の玉鬘巻を読んでい
ます。
■体験レッスン あり

俳句は世界で最短の定型詩です。四季に恵まれた日
本だからこそ俳句は生まれ、受け継がれてきまし
た。俳句は感動を詠う詩です。自分を表現する文芸

新・俳句はこんなに面白い

西島 陽子朗

の投句作品を「残念な俳句」にならないためのサ
ポートをおこないます。
■体験レッスン あり

エッセイの構成やルールなど文章の基礎を学び、ご
自身の体験や日々の出来事を自分の言葉で自分らし

エッセイを楽しみま専科

日下 由紀子

に。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お花

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

月1回 3ヵ月

私達の身近に咲き語っている花の美しさをそのまま

未生流 中山文甫会

森谷 啓甫

いけましょう。未生流中山文甫会は、伝統を大切に

第3(土)

し、また時代に添った新しい花の姿を追求していき

14：00～16：00

ます。基本型の盛花・瓶花そして格花を学んで頂き

第1・3(土)

ます。

受講料

14：00〜16：00

■体験レッスン あり

10,362円〈格花〉
11,220円〈盛花〉
月2回 3ヵ月
19,404円〈格花〉
21,120円〈盛花〉

ドイツに伝わる民芸クラフト。乾燥した木の実、
草、穂、花、香辛料などをワイヤーで結え、形を

トロッケンゲビンデ

相磯 通子

第3(火)

月1回 3ヵ月

13：00〜15：30

8,910円

使い、季節を感じる様々な作品作りを自分のペース

第2(水)

月1回 3ヵ月

で学べる講座です。どなたでもお気軽に参加して頂

13：30～15：30

7,260円

第1(土)

月1回 3ヵ月

10：30～12：30

7,260円

作っていきます。壁飾りやテーブル飾りとして楽し
むことができます。
■体験レッスン あり

長期間美しさを保つ加工された生花『プリザーブド

エレガンスプリザーブド＆フレッシュフ
ラワーアレンジメント

フラワー』や、みずみずしいフレッシュフラワーを
岩田 隆子

けます。
■体験レッスン あり

楽しく学ぶ趣味のお花のコースから、資格取得・

エレガンスプリザーブド＆フレッシュフ
ラワーアレンジメント

ウェディングシーンまで幅広いニーズにお応えする
岩田 隆子

講座です。人気のプリザーブドフラワーはカル
チャーコース、フレッシュフラワーはご希望コース
でご用意します。
■体験レッスン あり

〈初等科〉
月4回 1ヵ月
①(金)
四季折々に枝葉に想いを寄せていける楽しい時。希

小原流

久保 豊和

望者には資格を習得し教授者としての指導もしま
す。
■体験レッスン あり

13：00～14：30
②第1・3(金)
13：00～14：30
③第2・4(金)
13：00～14：30

11,440円
月2回 3ヵ月
19,140円
〈研究科〉
月4回 1ヵ月
11,880円
月2回 3ヵ月
19,800円

四季折々の生花やアーティフィシャルやドライフラ
ワーを使ったデザインを基礎から丁寧に学びます。

ヨーロピアンフラワーデザイン

松原 尚美

個別指導でお一人お一人の技術能力、ご希望に合わ

第2(火)

月1回 3ヵ月

せた材料を用意致します。希望者には日本フラワー

13：00～15：00

6,105円

デザイナー協会の資格検定が受けられます。
■体験レッスン あり
〈初等科〉
月4回 1ヵ月
①(月)

草月流

大久保 青華

「いつでも、どこでも、だれにでも」どんな材料を

10：30～12：30

使ってもいけられるように、初歩から応用まで学ん

②第1・3(月)

でいきます。
■体験レッスン あり

10：30～12：30
③第2・4(月)
10：30～12：30

11,440円
月2回 3ヵ月
19,140円
〈研究科〉
月4回 1ヵ月
11,880円
月2回 3ヵ月
19,800円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

お茶

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

茶、玉露、番茶の煎れ方を学びます。心のこもった

第2・4(月)

月2回 3ヵ月

おもてなしを考え、共に美味しいお茶を喫し、風流

10：30～12：30

17,160円

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：30～12：30

7,260円

優雅と格調と楽しい季節に合った室礼の中で、煎

テーブルで楽しむ 煎茶・売茶流

高取 友仙窟 ほか

風雅な煎茶の世界を一緒に楽しみましょう。

伽羅(きゃら)などの香木の鑑賞、組香、香の焚き方

香道

近藤 ゆう

や香室での礼儀作法を学び、精神修養としても指導
します。
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

語学

近鉄文化サロン四日市
講座名

講座内容

講師

曜日・時間

受講料

昨年、韓国ドラマが大ヒット。またKポップの人気が
高まっている今、日本語ととても近くて学びやすい

楽しく学ぶ韓国語

安 天民

韓国語を始めてみませんか？韓国語経験者の方も再

第1・3(水)

チャレンジはいかがでしょうか？韓国文化のお話を

13：30～14：30〈初心者〉

交えながら、初心者と経験者に分けて楽しくレッス
ンします。13：15からは全くの初心者向けの入門ク

14：45～15：45〈経験者〉

各月2回 3ヵ月
16,500円

ラス。15：00からはハングルの読み書きができる程
度の経験者向け初級クラスとなっています。
■体験レッスン あり
英会話を始めたい！やり直したい！と思っている方
にぴったりなクラス。挨拶、自己紹介などの身近な
トピックスで入門レベルから無理なくゆっくり進め
ます。テキストを使用しますので予習復習もでき、

【新設講座】
はじめるなら今！

佐藤 妙

安心です。発音もばっちりさわります。なごやかな

第2・4(金)

クラスづくりで人気の講師が日本語と英語を交ぜな

13：00～14：20 〈初回2/10〉

がらアシストします。

ゆっくり英会話 入門やりなおしレベル

月2回 3ヵ月
14,520円

●be動詞の現在形から学びます。
●使用するテキスト「English Treeシニアのための
ゆっくり英会話１」
■体験レッスン あり
英会話の基本を、さまざまなシーンにふれ、楽しみ
ながらゆっくり学ぶクラスです。「話す時は簡単に
短く」をモットーに、ご自分のペースで！笑顔の絶
えないクラスメートと間違えることを恥ずかしがら

〜一歩先へ〜
ゆっくり英会話 ステップアップレベル

ずに、気づいた時には「あ！しゃべれる」を体感し
佐藤 妙

ましょう！
●be動詞の過去形から、未来形、助動詞への理解を

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

10：30〜12：00

14,520円

深めます。
●使用するテキスト「English Treeシニアのための
ゆっくり英会話2」
■体験レッスン あり

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

こども
講座名

近鉄文化サロン四日市
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

初めての方、もっと強くなりたい方など老若男女関

将棋教室(小学生以下)

加藤 諭

係なく参加できます。将棋を通して、マナーや礼儀

第2・4(土)

月2回 3ヵ月

13：30〜15：30

11,220円

基本的なマット運動・なわとび・ボール遊びなど、

第1・3(金)

月2回 3ヵ月

一人一人のレベルに合わせながらゆっくり丁寧に練

16：30～17：30

11,220円

作法も身に付きます。
■体験レッスン あり

トランポリンのような跳ねるマットを使い、楽しく
遊びながら運動能力を高めます。小学校で取り扱う

運動が好きになる体操教室

山下 智也・他

習します。
■体験レッスン あり

季節を感じる作品や立体的な可愛らしいオブジェに

子どもの脳トレ・楽しい折り紙
〈幼児〜小学生〉

挑戦していただきます。難しい折り方もあります
竹内 ケイ

が、一人一人丁寧にゆっくり説明していきます。新
しい折り紙の世界を一緒に楽しみましょう。

第1(金)

月1回 3ヵ月

17：00〜18：00

3,960円

■体験レッスン あり

鉛筆や筆の正しい持ち方を身につけ、基礎から丁寧

ちびっこ書道

鏡 千裕

に指導します。
■体験レッスン あり

第1・3(土)

月2回 3ヵ月

14：00〜16：00

11,550円

クラシックバレエを通して情操を高めリズム感を育

子どもバレエ

金田 枝里香

て感性を養い、踊ることで自らを表現できる楽しさ
と、礼儀正しい子どもを育てていきます。

(土)

月4回 3ヵ月

13：30～14：30

19,800円

■体験レッスン あり

歌や楽器に触れながら、リズムや音感、譜面の読み
方などを楽しみながら多様な音楽に接し、感性、感

こどものための楽しい音楽教室

奥村 優

情を育てます。大切な期間に将来の可能性や能力を
ひろげましょう。3歳～中学生。

第2・4(金)

月2回 3ヵ月

16：30～17：30

12,210円

第2・4(水)

月2回 3ヵ月

16：00～17：30

11,880円

■体験レッスン あり

明るく楽しい雰囲気の中で、感性を引き出し、想像

ちびっこお絵描き

三輪 啓子

力を開花させ、豊かな心を育てます。また集中力を
養います。
■体験レッスン あり

美しいボディとリズム感や表現力を磨き、柔軟性、
脚力がつきます。手具は、ロープ・ボール・フー

こども新体操〈5～12歳〉

山舗 恵美子

プ・リボンの基本動作を基礎から始め、上達に合わ
せて進めます。
■体験レッスン あり

カンフーで筋力、持久力、柔軟性、向上心などを楽

こどもカンフー

鵜飼 匠海

しく身につけていきましょう。(小学生対象)
■体験レッスン あり

第1・3(水)
(Aクラス 年中～小1)
15：30～16：15
(Bクラス 小2～小6)
16：30～17：30

月2回 3ヵ月
11,220円(Aクラス) 月2回
3ヵ月
12,540円(Bクラス)

第1・2・3・4(金)

月4回 1ヵ月

17：00～18：00

7,480円

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※価格は、消費税、設備費を含んだ金額を表示しています。

