
花加工（脱水漂白）＆アレンジ 

生花からの 
プリザーブドフラワー 
バラやスズラン、 

ヒマワリなど生花 

からのプリザ加工 

とアレンジを楽し 

もう。著作も多数 

ある講師です。  
◆講師 長井 睦美 ※第 3（金）クラスも有 

◆第 3(土)10：00～12：00 

◆受講料：6,600円（3カ月 3回分） 

◆花材代実費：1作品 2,500～3,000円程度 

  

 

  

こども（５才～中学）、大人（高校～）対応 

実用書道（夜） 
大人は、ボールペン・筆ペン・ 

毛筆から好きなコースを。 

子供は、硬筆から習う教室。 

◆講師 赤堀 桃扇 

◆第 1.3（火）  

大人：19：00～20：30 ※初回は第 4（火）、8月は第 1.5（火） 

こども：18：00～19：30（うち 1時間フリータイム） 

◆受講料：大人：10,560円、子供 8,580円（3カ月 6回分）  

◆教材費：実費（初回に講師へ書誌『橘』代 3カ月分として 1,800円） 

事前体験会 7/20（火）※体験は硬筆。道具ある方は毛筆も可 

体験料 大人：2,090円、子供 1,760円、各教材費 275円（要予約） 

 

お問い合わせ ＴＥＬ054-634-3330 

藤枝スクール 

◆新型コロナウィスル対策を徹底しています！◆◎手指消毒の徹底 ◎講座ごとに机・ドアノブの消毒 ◎入口での検温 
◎向かい合わない机の配置 ◎教室は随時換気 ◎通常より定員を減らし開催 ※ご受講の際は、マスク着用をお願いします。 

2021夏の新＆1日講座 

 

小額からできる！ 

ゼロから学ぶ 
投資のきほん【入門】 
初めて株投資を考えている 

方に。「iDeCo」や「NISA」 

など少額からできる資産運 

用をゼロから学ぼう。希望 

者はステップアップ講座有。  
◆講師 渡邊 希史  （入会不要講座） 

◆全５回(木)19：00～20：00 

【7/8.7/29.8/26.9/9.9/30】 

◆受講料：11,550円（3カ月全 5回） 

藤枝スクールはこちら JR藤枝駅南口、徒歩 2 分 
受付営業時間（月）～（土）10：00～20：00 ※（月）は 15 時迄、第 2.4（日）は変則 
駐車場はオーレ藤枝第 1.3.4 パーキングをご利用下さい。※受講時に限り 2時間無料になります。 

 
4/23㈮ 
スタート 

カメラの機能を使いこなそう 

初心者の 
デジタル一眼カメラ 
一眼レフカメラ初歩的な知識を学ぶ 
●7/9カメラの基本 

●8/6絞り優先モード 
●8/27シャッター速度 
●9/10人物ペット撮影 

●9/24 画像編集 

◆講師 渡邊 一矢 

◆第 2.4(金)19：00～20：30 

◆受講料：12,650円（3カ月全５回） 

◆教材費：1,320円（3カ月資料代） 

 

「ＨＳＰ」さんが、生きやすくなる！ 

繊細さんの 
心が折れないための心理学 
心の整理手法「交流分析」でラクになる思考法を学ぼう。 
●7/21 「心が折れる」ってどんな時・心の SOS 
●8/18 あなたの心が折れる瞬間をキャッチ 
●9/8  厄介な人（不機嫌・勝手）付き合い方 
●10/13自分軸・他人軸のコミュニケーション 
●11/10折れた心の回復法 
●12/8 折れない心を作る（自己受容・承認） 

◆講師 地口 伊智子 

◆第 2(水)19：10～20：40※7.8月第 3（水） 

◆受講料：15,180円（6カ月全 6回） 

◆教材費：660円（6カ月）※5月スタートの昼コースも別途有 

 

7/9㈮ 
スタート 

7/21㈬ 
スタート 

7/8㈭ 
スタート 

講座のご受講には、入会金大人 3,300円、中学生以下 1650円がかかります。1日講座・体験は入会不要。別途維
持費が、継続講座 1か月 330円、1日講座 110円がかかります。全て税込表示。キャンセルはご入金前に要連絡。 

 

旬の花々で、季節をアレンジ 

ＫＡＮＮＡ 
フラワースクール 
東京やパリの流行を取り 
入れたブーケやアレンジ。 
●7/21サマートロピカルブーケ 
●8/18夏のションペトルブーケ 
●9/15秋のワンサイドブーケ 

◆講師 八木 郁矢 

◆第 3(水)19：00～20：30 

◆受講料：6,600円（3カ月 3回分） 

◆教材費：12,210円（3カ月花材代） 

体験 6,600円（要予約、花材代込） 

 

カラー筆ペンで描く季節のお便り 

彩（いろ）むすび書 
綺麗な整った字を書くのではなく、 

自由に味のある字を楽しむ絵画的 

な書です。心を込めて描く文字は、 

人や縁・心を結びます。 

◆講師 水島 輝美 

◆第 1.3(水)13：30～15：00 

◆受講料：13,200円（3カ月 6回分）  

◆教材費：1,980円（3カ月分はがき他） 

※初回に講師へ道具代 1,210円 

事前体験会 暑中見舞いを描こう 

体験日 7/7（水）、体験料 2,530円、教材費 330円（要予約） 

油彩とアクリルで、お洒落トロンプイユ（だまし絵） 

雑貨を描く 
オイルペインディング 
スチール缶や陶器,ガラス,植物などを 

正面から油彩とアクリルを使って描き 

ます。アンティークの雰囲気好きに。 

◆講師 木俣 佐奈美 

◆第 1.3(水)10：00～12：00 

◆受講料：16,500円（3カ月 6回分）  

◆教材費：実費（1作品 3,000～6,000円程度） 

※初回道具代 15,000円程度（オイル、アクリル、筆他） 

事前体験会 7/21（水）上記時間 ※体験は写真上の作品作り 
体験料 3,080円、教材費実費（当日講師へ支払 1,650円）（要予約） 

 

身体にやさしく効く東洋医学を学ぼう 

セルフお灸で免疫力アップ 
誰でも手軽に実践できるお灸を 

使った養生を学び、ご自身や 

家族の健康に役立てましょう。 

血液循環を整えることで、身体 

本来の自然治癒力を高めます。 

●7/29冷房による冷えむくみ改善 

●8/26胃腸を整え夏バテ防止 

●9/9 夏の疲労回復・コリ改善 
●9/30 眼精疲労・まとめ 

◆講師 橋村 絵里 

◆全 4回(木)13：30～15：00 

◆受講料：9,680円（3カ月全 4回） ◆教材費：3,960円（3カ月分） 

アロマ空間デザイン検定対応（受験は希望者のみ） 

アロマの香りで空間デザイン 
「香りを楽しむ」から「香りがわかる」へ。 

心地よい空間を作るための 24種類の精油 

の特徴や選び方・取り入れ方を学び香りで 

より豊かな毎日を過ごしましょう。 

◆講師 希代（きたい）智子 

◆全 4回(水)19：00～20：30 

【7/28、8/4、8/25、9/8】 

◆受講料：11,000円（3カ月 4回分）  

◆教材費：18,480円（3カ月分製油、実習代） 

※受験希望の方＝テキスト代 2,750円、オイルキット①3,080 円、②3,520円 

アロマ空間デザイン検定：任意受験料 5,500円、検定はネット試験方式、随時 

「オンライン講座」受講生募集中！ご自宅でスマホアプリ Zoomを使って気軽に受講◆詳しくはホームページから！ 

 

8/4㈬ 
スタート 

7/28㈬ 
スタート 

7/29㈭ 
スタート 

自分好みのアクセサリー作りを楽しもう 

手作りMYアクセサリー 
withレジン技法 

アクセサリー作りの基本をネッ 
クレスやピアス等を作りながら 
学びます。レジンのグラデーショ 
ン技法や素材の入れ方を実践。 
●ラウンド海モチーフネックレス・ピアス 

●天使の羽キーホルダー、フラワーレジン 

◆講師 石黒 優子※第４（木）変則 

◆①第 3(木)13：30～15：00【7/15.8/19.9/16】 

②第 4又は 5（木）13：30～15：00【7/29.8/26.9/30】 

③夜：第 3(水)19：00～20：30【7/21.8/18.9/15】 

◆受講料：各 7,590円（3カ月全 3回） ◆教材費：各 4,950円 

相性が良い相棒タロットを見つけ、読み解きを学ぶ 

オラクルカード 
リーディング（土） 
約 20種類以上のオラクル（神託） 
カードを使って読み解き方の基本や 
心の声（＝潜在意識）との繋がり方 
を学び相棒カードを見つけましょう。 
◆ミラクルﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ◆五感から六感へ 

◆講師 Ｋａｏｒｉｎ 

◆全５回（土）10：30～12：00 

【7/31、8/7、8/28、9/11、9/25】 

◆受講料：12,650円（3カ月全 5回） 

◆教材費：3,300円（3カ月ﾀﾛｯﾄﾚﾝﾀﾙ代） 

※希望者は、講師オリジナルタロット購入も可能 3,000円程度 

7/31㈯ 
スタート 

7/21㈬ 
スタート 

7/27㈫ 
スタート 

随時 
入会可 

 
しつこい肩こり 
冷えなど血流 
改善に！ 

随時入会可 

おうち時間を楽しむなら！ 

ウクレレを楽しむ 
のんびり少人数で奏でてみよう♪ 
◆講師  
金田 優大 

◆第 2.4（月) 

13：30-15：00 

◆第 1.3(木) 

19：00-20：30 

◆受講料：13,200円（3カ月 6回分） 

◆教材費：198円（譜面代）132円（著作権代） 

体験 2,530円（要予約・楽器レンタル可）  

※昼クラス体験会 12：30～13：20 

右記から 1日選択①6/28、7/12、7/26、8/9 

7 月スタート 

写真を基にトレースしながら描く 

鉛筆ドローイング 
（鉛筆画） 
鉛筆 1 本で女優や 

家族などの人物画 

から思い出の風景な 

ど無心に描こう。 

◆講師 松浦由美子 
◆第 4(日) 
10：00～12：00 
◆受講料：7,590円（3カ月全 3回） 

◆教材費：3,300円（3カ月イラストボード代） 

体験①6/27、②7/25、③8/22※１日選択 
各 3,960円（要予約、教材費込） 

 

随時 
入会可 

随時 
入会可 

ダイジェストで聞きたい方に！ 

はじめての投資 
     利用法 1日セミナー 

夢の実現やいつか行きたい 

旅行資金のためなど。これ 

から投資を始めてみたい方 

に向けた 1日講座。3カ月 

コースに入会する前に、 

どんな先生？どんな内容か事前に体験 

してみたい方にもオススメです。 

◆①6/29（火）または②7/20（火） 
19：00～20：00 

◆体験料：2,310円（1回分・要予約） 

1 日 

講座 

プリザ加工を 1日体験レッスン！ 

①レモンハーバリウム 

②ひまわりプリザ加工 
レモンやひまわりなど、なかなかプリ 
ザ加工を体験する機会の少ない花材の 
加工とア 
レンジを 
1日体験 
してみま 
しょう。 

◆①7/17（土）②8/21 または 9/18（土） 

     10：00～12：00 

◆体験料：各 2,530円（1回分・要予約） 

◆教材費：①2,300円、②2,500円（当日払） 

1 日 

講座 



 

 

 

ＩＮ エスパルスドリーム 
フィールド藤枝 

ＫＩＤ‘Ｓ（小１～6年） 

走り方教室（土） 
短距離の指導経験な 

実力派コーチが速く 

走る秘訣を指導します。  
◆講師 星 利光（ＪＡＡＦ公認ジュニアコーチ） 

◆全６回(土)13：00～14：00 

【7/24、7/31、8/7、8/28、9/11、9/25】 

◆受講料：13,200円（3カ月全 6回） 

◆会場：エスパルスドリームフィールド藤枝 
（藤枝市青葉町 1-1-23）Ｐ有※現地集合＆解散 

女性プロ雀士が指導！頭の体操 

楽しい麻雀 
男性のみならず、 

女性にも愛好者 

増加中！見学も可 

◆講師 平岡理恵 

◆第 1.3(木)10：00～12：00 

◆受講料：16,500円（3カ月 6回分） 

◆教材費：990円（資料代） 

初心者体験レッスン※時間は上記 

①7/1、②7/15、③8/5（木） 

各 3,080円（要予約） ※内 1日選択 

似合う服の形とデザインを【個人診断】 

骨格スタイル診断 
ひとりひとりの骨格から 
洋服の「似合う基準」を 
知って、体型を素敵に魅 
せよう。失敗服も減らせ 
てお洒落が楽しくなります。 

◆講師 石田 律子 

◆受講日①8/19（木） 

  または②9/12（日）※内 1人 50分 

10：00～14：30【各定員 4名】 

◆受講料：各 6,930円（1回分要予約） 

1 日講座 
※入会金不要。別途維持費 110円/講座。 

7/24㈯ 
スタート 

◆新型コロナウィスル対策を徹底しています！◆  ◎手指消毒の徹底 ◎講座ごとに机・ドアノブの消毒 ◎入口での検温 
◎向かい合わない机の配置 ◎教室は随時換気 ◎通常より定員を減らし開催 ※ご受講の際は、マスク着用をお願いします。 

こども講座★見学無料・体験可能（要予約）★※詳細はホームページをご覧下さい。 
◆こどもの自由アトリエ（4才～） 第 1.3（水）15：30～18：00※うち 90分フリータイム 体験 2,255円 

◆フラガール（小学 1年～）     月 3回（水）17：15～18：15 体験 1,980円 

◆こどもクラシックバレエ（幼児～） 毎週（木）16：30～17：30 体験 1,870円 

◆キッズダンス（小学 1年～）    毎週（金）18：50～19：50 体験 1,980円 

◆金曜日のこども書道（年長～）  月 3回（金）16：00～18：00 体験 1,650円 

◆こどもそろばん教室（年長～）毎週（土）10：00-/10：30-（各 60分） 体験 1,650円 

◆キッズ体育塾（就学児童 4才～） 第 2.4（土）14：35～15：35 体験 1,980円 

◆キッズ体育塾（小学 1年～）    第 2.4（土）15：40～16：40 体験 1,980円 

◆土曜のこども書道（5才～） 第 2.4（土）13：00～14：10 体験 2,035円※大人コースも有 

◆極真カラテ（4才～）       毎週（土）18：15～19：45 体験 1,650円 
◆エンジェルバレエ（3才半～） 第 2.4（日）11：00～11：50 体験 1,980円※発表会練習 
◆こども ITロボット塾（小学２年～） 毎週（火）（金）（土）クラス多数有り※詳しくはホームページで！ 
 
 

1回のレッスンで 15～20分の施術が可能に！リピーターが多い人気講座 

トリートメント実技セミナー 
 
ご自分や家族の健康、介護に使える施術を学ぼう。 

◆腰＆お尻こりほぐし （女性限定） 7/11（日） 

◆ヘッドトリートメント 7/25（日） 

◆肩甲骨トリートメント 9/12（日） 

◆講師 澤脇 雅乃 ◆時間：10：00～15：00 
◆受講料：各 8,030円（1回分） ◆教材費：各 3,300円（修了証代込） 

※日本ボディスタイリスト協会認定校 Luxia発行の修了証を発行します。 

フィットネス＆ダンス ★見学無料＆体験可能（要予約）★ 
◆さわやか健康太極拳 第 2.4（月）13：30～15：00 体験 1,980円 
◆エゴスキュー体操   第 1.3（月）14：30～15：45 体験 2,530円 
◆40-60代初心者ヨガ 第 2.4（火）11：30～12：40 体験 2,200円 
◆はじめての楽々ヨガ  毎週/第 1.3（火）13：30～14：40 体験 1,980円 
◆マットエクササイズ朝 第 1.3（火）10：00～11：00 体験 2,365円 
◆マットエクササイズ夜 毎週（金）20：00～21：00 体験 2,145円 

◆心と身体のリフレッシュヨガ 毎週（水）19：15～20：30 体験 2,310円 
◆アロマヨガ昼      第 1.3（木）11：30～13：00 体験 2,530円 
◆アロマビューティヨガ 第 2.4（木）19：00～20：30 体験 2,530円 
◆コリほぐしヨガ    毎週/第 2.4（金）13：40～14：50 体験 1,980円 
◆癒しの週末ヨガ 第 2.4（土）10：30～12：00 体験 2,530円※６月迄 10：00～ 
◆アロハ・フラ 第 1.3（水）11：10～12：10 体験 2,530円※10時、19時コースも有 

◆泉流日本舞踊    第 2.4（水）11：45～12：45 体験 2,310円 

リピーター続出の人気鑑定士【個人鑑定】       

みやきみえこの 

開運手相＆四柱推命鑑定 
的中率の高さと心が晴れ 

る鑑定で大人気のみやき 

先生を岐阜から招き開催。 

生年月日から占う四柱推 

命と手相.タロットで占い 

ます。運勢の羅針盤に。 

◆講師 みやき みえこ 
◆受講日：①8/8（日）  
または②11/14（日）  

10：00～19：15※うち 1人 30分 
◆受講料：各 5,390円（1回分・予約

制） 

 

 

NPOハウスキーピング協会認定証対象講座      

整理収納アドバイザー 

2級認定講座 
性格と思われがちな 

整理収納は、理論を 

知れば誰でも習得が 

可能。使用頻度や動 

線を考えた収納の法 

則をご案内。TV など 

メディアにも出演講師。 

◆講師 佐藤 慶子 
◆受講日：8/22（土） 

10：00～17：00（昼休憩有） 
◆受講料：17,600円（1回分） 
◆教材費：7,100円（テキスト、認定料込） 

 

 

随時入会可 藤枝スクール全 160講座 

本チラシ掲載 

講座以外にも 
多数講座が 

有ります！ 
★★★★★★★★★ 

詳細は下記QRコード

からホームページで講

座情報 

をご覧 

下さい。 

 

不用品処分＆お小遣い稼ぎを目指そう！       

「メルカリ」で得する 

整理収納セミナー 
スマホアプリ「メルカ 

リ」を使って不用品を 

簡単に出品＆販売する 

方法を学ぼう。安心な 

取引のノウハウと出品方法を、整理収納 

アドバイザーでもある講師がご案内。 

◆受講日①8/31(火)，②9/21(火) 

10：30～12：00 
◆講師 いなばかおり※スマホの方限定 
◆受講料：各 2,860円（1回分） 
◆教材費：各 770円（資料代）◆定員各 5名 

  
 

眼精疲労や老眼・乱視・飛蚊症などに       

＜定員 8名＞でゆったり受講！ 

視力向上ヨガ®1日セミナー 
身体が硬くても 

出来る眼の悩み 

改善のヨガを指 

導。県内唯一の 

視力向上ヨガ® 

資格を持つ講師。 

◆講師 MAI（マイ） 
◆受講日 8/30(月) 10：30～12：00 

◆受講料：3,520円（1回分） 

 

 自分の顔が好きになる！【個人レッスン】       

大人女子の艶肌 

プライベートメイク 
年齢を重ね、少しずつ 
変化している大人の 
女性の骨格に合わせて 

分析し長所を活かした 
メイクをご提案する 
プライベートレッスン。 

◆講師 徳差 あつこ 
◆受講日：①8/2(月) ②8/27（金）
10：00～16：45※内 1人 90分 

◆受講料：14,850円（1回分要予約） 

顔色を若々しく魅せる色は？【個人診断】       

カラー診断で 

素敵に魅せる 
薄着になる夏の季節 

こそ、顔色を明るく 

魅せる色を上手に活用 

したいもの。1 人 60 

分の個人診断で似合う 

色グループをご案内。 

◆講師 松下 俊恵 
◆受講日：①7/20(火) ②9/26（日） 

10：00～16：30※内 1人 60分 

◆受講料各 6,930円（1回分要予約） 

 

 

屋外で爽やかに！初心者歓迎 

ゴルフスクール  
in リンクス西焼津 
各人の経験に 

合わせて初心者 

から経験者まで 

指導します。 

※現地集合解散 

※途中入会（回数割）も可能です。 
 

◆数原正直プロ担当  スタート日 

（月）19：30～21：00 7/12 
 

◆桑原大輔プロ担当  スタート日 

（火）10：30～12：00 7/13 

（木）10：30～12：00 7/8 

（木）13：30～15：00 7/8 

◆受講料：夜間 27,500円（照明代込）, 

昼間 25,300円（3 ヵ月全 10回） 

※ボール代込みの価格です。 

◆会場：リンクス西焼津（焼津市大住

406-1） Ｐ完備 

※保険（200円程度）に加入 

                                

小田原から人気鑑定士を招く【個人鑑定】       

占い鑑定 

アニマル・メディスン 
手のひらから貴方の 

中にあるいらない思 

いを拭い去り笑顔に 

するアニマルメディ 

スンタロット鑑定。 

◆講師  
鷺坂 美奈子 

◆受講日：①7/24（土） または 
②9/4（土）  

10：00～15：00※うち 1人 30分 
◆受講料：各 4,730円（1回分・予約制） 

 

 

随時 
入会可 

会えない今こそ、カラー筆ペンを使って 

伝筆で描く暑中見舞い 
カラフルな筆ペンを使 
心のこもったハガキを。 

◆講師 大村 智哉 

◆受講日①7/1（木） 

  または②8/5（木） 

10：00～11：30 

◆受講料：各 2,640円（1回分） 

◆教材費：筆ペン代 550円を当日講師に支払

い。 

頭痛＆めまいに効果的なヨガ 1日講座       

＜定員 8名＞でゆったり受講！ 

頭痛ケアヨガ 1日セミナー 
多くの頭痛が実は 

自律神経と腸内バラ 

ンスを整えることで 

軽減が期待できます。 

めまいにも効果的。 

◆講師 田辺直恵 
◆受講日 9/6（月)  

10：30～11：40 

◆受講料：3,520円（1回分） 

 

 

本物そっくり！ドールハウスで作る【幼児～大人】 

チョコレートハウス※幼児は保護者同伴 

◆講師 渋谷 順子 ◆縦 12×横 12×奥行 15ｃｍ 

◆受講日：8/8（日）13：00～15：30 
◆受講料：３，０８０円（1回分） ◆教材費：2,200円（1作品分） 

 

沖縄民謡をのんびり奏でよう 

はじめての三線（夜） 
沖縄の伝統楽器三線 

を基礎から学ぼう！ 

◆講師 小泉 博 

◆第 1(水) 

18：50～20：50 

◆受講料：10,560円（3カ月 3回分） 

◆教材費：990円（資料代）66円（著作権代 3
カ月）、初回入門ＣＤセット 660円 

初心者（夜）事前体験会 

7/28（水）18：50～20：50 

3,520円（要予約）※楽器レンタル可 

※別途昼クラス有 第 1.3（金）13：00-14：30 

8/4㈬ 
スタート 

花々のオリジナル図案が美しい 

フローラル 
トールペイント 
体験でウェルカム 

ボードを作ろう！ 

◆講師  

木俣 佐奈美 

◆第 2.4(月) 

10：00～12：00 

◆受講料：16,500円 

（3カ月 6回分）◆教材費：実費１作品 1,500円～ 
道具セット１万円程度 

初心者体験レッスン※内 1日選択、時間上記 

①7/12、②7/26、③8/9（月） 
体験料各 3,080円、教材費 1,210円 

随時 
入会可 

7 月 
スタート 

人気のため、増設クラス 

こども【４才～小学校低学年】 

絵画造形クラブ（土） 
自由な発想を引き出 

す絵画と造形クラス。 

絵が好きなキッズに。  
◆講師 倉野 祥代 

◆第 1.3(土)16：00～17：30 
※既存 13：00、14：30クラスキャンセル待ち 

◆受講料：9,900円（6カ月 6回分） 

◆教材費： 1,650円（3カ月材料費） 

事前体験会 7/17（土）16：00～17：30 

体験料 1,980円、教材費 275円（要予約） 

8/7㈯ 
スタート 

常設講座 


