
⼭村御流 家元教場 隔週の⾦曜⽇・⼟曜⽇ 10時30分〜16時30分 ３ヶ⽉（6回）
※花代込

⽇本⽣花司 松⽉堂古流 家元  植松 賞⽉斎 ⽔曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（12回） ・・・14,400円
前家元 植松 絲翠斎 ※花代別途 ・・・13,200円

草⽉流 草⽉流師範会理事 ⽔曜⽇ 15時30分〜19時 ３ヶ⽉（12回） ・・・14,400円
中村 ⾹令 ※花代別途 ・・・13,560円

2021年7⽉〜
池 坊 華道家元45世 ⽊曜⽇ ⾃由花・⽣花 10時30分〜19時 ３ヶ⽉（12回） ・・・14,400円

池坊専永教室総華督 ※花代別途 ・・・12,000円
川尻 敬⼦ 第1⽊曜⽇ ⽴花 10時30分〜17時 ３ヶ⽉（3回） ・・・23,400円

表千家 野⼝ 裕記 ⽔曜⽇ 10時30分〜12時30分・ 普通科３ヶ⽉（12回）・・・14,700円
13時〜15時 研究科３ヶ⽉（12回）・・・18,000円

※⽔屋料いずれも ・・・6,600円
●お申込み＝  名鉄百貨店本店[本館]10階 岡⽥ 宗康 ⽉曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（12回） ・・・14,700円
        名鉄百貨店友の会⽂化教室 ※⽔屋料 ・・・6,600円
●お問合わせ＝ 052-585-1787 受付時間10時〜17時 ⽊曜⽇ 10時30分〜12時30分・ ３ヶ⽉（12回） ・・・14,700円

13時〜15時 ※⽔屋料 ・・・6,600円
  裏千家 伊藤 宗観 第1・2・3⽕曜⽇ 10時30分〜12時15分 普通科３ヶ⽉（9回） ・・・11,700円

  講座の受講は名鉄百貨店友の会会員様に限らさせていただきます。 第1・2・3⾦曜⽇ 10時30分〜12時15分 研究科３ヶ⽉（9回） ・・・14,670円
  ご希望の講座はいくつでも受講できます。 13時30分〜15時15分 特別研究科３ヶ⽉（9回） ・16,200円
  満席の講座はご⼊会をお待ち頂いております。 第1・2・3⼟曜⽇ 15時30分〜17時15分 ※⽔屋料いずれも ・・・5,250円
  講師の都合により代理講師の講義の場合もございます。

組ひもアート 本⼭ 泰⼦ 第2・4⽉曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（6回） ・・・9,600円
ビーズ織 古橋 美知 第2・4⽕曜⽇ 13時〜15時 初級３ヶ⽉（6回） ・・・9,900円

中級３ヶ⽉（6回） ・・・11,400円
  ⽉１回〜４回の講座となりますが変則的な講座もございます。 上級３ヶ⽉（6回） ・・・15,300円
  原則として名鉄百貨店休業⽇と第５週は休講となります。 ⽊彫 槐の会 井出 良⼦ ⽔曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（12回） ・・・15,600円
  台⾵・地震などの天災やそれに伴う名鉄百貨店営業時間の変更や、 花まゆ 岩⽥ 容史⼦ 第1・3⽔曜⽇ 13時〜15時 初級３ヶ⽉（6回） ・・・16,800円
  交通機関のストライキなどによって休講となった場合は 中級３ヶ⽉（6回） ・・・20,040円
  原則として代替⽇をもうけませんのでご了承ください。 上級３ヶ⽉（6回） ・・・20,940円
  曜⽇・時間・受講料など変更させて頂く場合がございます。 おしゃれな押し花 ⼩久保 満⾥⼦ 第2・4⽔曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・9,300円
  講座によっては回数が変わる場合がございます。 モラ⼿芸 中⼭⼿芸研究所師範 第1・3⽊曜⽇ 10時30分〜12時30分 初級３ヶ⽉（6回） ・・・14,100円

野⾢ サチコ 上級３ヶ⽉（6回） ・・・14,700円
13時30分〜15時30分 初級３ヶ⽉（6回） ・・・14,100円

  受講料は３ヶ⽉・６ヶ⽉前納となります。 上級３ヶ⽉（6回） ・・・14,700円
  納⼊後の受講料は原則お返しいたしません。 ⽊⽬込⼈形 吉野 うめ⼦ 第1・3⽕曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・8,400円
  受講料は現⾦または名鉄百貨店友の会お買物カードでお⽀払いいただけます。 ⼿まり⼿芸 ⽇本⼿まりの会 ⽥村 ⼩夜⼦ 第2・4⾦曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（6回） ・・・9,000円
  各講座ともご継続の場合は、最終⽉の末⽇までにお⼿続きをお願いします。 コットン・ワーク 四季の会 ⾕江 禮⼦ 第4⼟曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（3回） ・・・5,400円
  受講料には原則として教材費は含まれておりません。 パッチワークキルト 加藤 ⽟枝 第2・4⽉曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・10,200円
  受講料には消費税10％を含んでおります。 かんたん楽しい⼩物作り ⼯藤 幸⼦ 第1・3⽉曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（6回） ・・・10,800円

折り紙 折り紙会館認定講師 植松 照⼦ 第2⽊曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（3回） ・・・6,300円
つまみ細⼯ ⽵村 紀⼦ 第3⽕曜⽇ 13時〜15時 ６ヶ⽉（6回） ・・・14,100円
やさしいつまみ細⼯ 第2⽊曜⽇ 13時〜15時 ６ヶ⽉（6回） ・・・14,100円
ナンタケットバスケット 加藤 幸⼦ 第4⽇曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（3回） ・・・9,300円

楽しい韓国語⼊⾨ キム・ヨンア 第1・3⼟曜⽇ 10時30分〜12時 ３ヶ⽉（6回） ・・・12,000円
※テキスト代別

話せる韓国語講座 ⼟曜⽇ 13時〜14時30分 ３ヶ⽉（12回） ・・・22,200円
※テキスト代別

シンプル⼼理学 坂﨑 ⽴⼦ 第2⼟曜⽇ 10時30分〜12時30分 ６ヶ⽉（6回） ・・・12,300円
⾹道の⼼得 荻須 昭⼤ 第2・4⼟曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（6回） ・・・12,600円

⼤⼈の⾊鉛筆あーと 福岡 菜穂⼦ 第1・3⽉曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（6回） ・・・12,300円
ペン習字 坂野 幸⼦ ⽉曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（12回） ・・・12,600円
書道Ｂ 太⽥ ⻘華 ⽉曜⽇ 15時〜16時30分 ３ヶ⽉（12回） ・・・14,400円
はじめての書道 精華会理事⻑ 荒川 花染 第1・2・4⽕曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（9回） ・・・11,250円
筆ペン 書写検定⼀級 ⽇⽐野 寿翠 第1・3⽉曜⽇ 13時〜14時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・6,900円
あったか筆⽂字 姿⽉ 真由美 第4⽔曜⽇ 10時30分〜12時30分 ６ヶ⽉（6回） ・・・12,300円
絵⼿紙の書き⽅ 墨藤会 宇野 浩⼆ 第2⽕曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（3回） ・・・6,600円
やさしいパステル画 岩村 和信 第2・4⽕曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・15,000円
⽔彩ガッシュ画法 ⻘染 雅彦 第2・4⽊曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・12,300円
⼥性のための⽔彩画 第1・3⽕曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・12,300円
はじめてのスケッチ 第2⽉曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（3回） ・・・6,750円

第4⽕曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（3回） ・・・6,750円
絵画の楽しみ 春陽会 平井 誠⼀ 第4⽉曜⽇ 13時30分〜16時30分 ３ヶ⽉（3回） ・・・10,500円

第1⾦曜⽇ 13時30分〜16時30分 ３ヶ⽉（3回） ・・・10,500円
さわやか絵⼿紙 ⽯⽥ 季実枝 第1・3⽕曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（6回） ・・・9,780円

きもの装道 新海 友⼦ ⽉曜⽇ 13時30分〜15時30分 ３ヶ⽉（12回） ・・・14,400円
和裁 清⽔学園専⾨学校 ⽉曜⽇ 10時30分〜12時30分 ６ヶ⽉（24回） ・・・28,800円

北原 弘⼦ 第2・4⼟曜⽇ 15時〜17時 ６ヶ⽉（12回） ・・・16,800円
かんたん着物でリメイク ⼯藤 幸⼦ 第1⽇曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（3回） ・・・7,200円

第3⽇曜⽇
第1⽇曜⽇ 13時〜15時

⼤正琴（琴名流） 中江 多惠⼦ ⽊曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（12回） ・・・15,000円
詩吟 村橋 ⻘旭 第2⽕曜⽇・第2・4⽇曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（９回） ・・・11,250円
オカリナ 芹沢 公⼤ 第1・3⽉曜⽇ 10時30分〜12時 ３ヶ⽉（6回） ・・・9,900円
⻑唄 東⾳ 野呂 美貴 第1・3⽔曜⽇ 13時〜14時 ３ヶ⽉（6回） ・・・13,200円
⻑唄三味線 第1・3⽔曜⽇ 10時30分〜12時30分・ ３ヶ⽉（6回） ・・・21,000円
（個⼈レッスン30分） 14時〜16時30分
⻑唄三味線⼊⾨ 第1⽇曜⽇ 11時〜12時30分・13時〜14時30分 ３ヶ⽉（3回）・・10,800円※楽器代別
歌い⽅を学び唱歌・愛唱歌を楽しく歌おう ⽯川 能理⼦ 第2・4⽇曜⽇ 13時30分〜15時 ３ヶ⽉（6回） ・・・16,800円
リズムを感じて楽しく歌って脳トレ ⽜⽥ 千津 第1・3⽕曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・12,000円

囲碁 ⽇本棋院⼆段 ⻄岡 正織 ⾦曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（12回） ・・・16,200円
盆⽯（細川流） 九曜会 桑⼭ 春⼦ 第1・2・3⽔曜⽇ 10時30分〜12時30分 ３ヶ⽉（9回） ・・・12,600円
運命学 ⽊花 咲耶⼦ 第1⽕曜⽇ 13時〜15時 ３ヶ⽉（3回） ・・・6,600円

※鑑定料別 ・・・2,750円×3回
材料から作る⽵かご ⽵籠⼯房ゴマコチ 畑⽥ 剛 第2・4⽔曜⽇ 13時30分〜16時30分 ３ヶ⽉（6回） ・・・21,000円

【受 講 ⽇】

【受 講 料】

【⼿⼯芸】

新しい⾃分を⾒つけてみませんか︖

〈講座のご案内〉

ご⾒学随時受付中︕ 講座名 講師名 曜⽇ 時間 受講料

【いけ花・茶道】
講座名 講師名 曜⽇ 時間 受講料

【教養・語学】
講座名 講師名 曜⽇ 時間 受講料

【書道・絵画】
講座名 講師名 曜⽇ 時間 受講料

【服飾】
講座名 講師名 曜⽇ 時間 受講料

【⾳楽・邦楽】
講座名 講師名 曜⽇ 時間 受講料

【趣味】
講座名 講師名 曜⽇ 時間 受講料
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