
セリーズ高新文化教室セリーズ高新文化教室セリーズ高新文化教室

セリーズ体育館2階（旧サンピアセリーズ）
（高知市高須砂地155）

◇ 教室場所（無料駐車場400台完備）

　
◇ お申し込み・お問い合わせ
　高新文化教室（本校事務局）
　　高知市本町3-3-39　RKC高知放送南館4階
　　ＴＥＬ 088-825-4322（日曜・祝日・年末年始を除く　9：30～18：15）

◇ 無料教室見学できます
　ご希望の方は事前にお電話でお申し込みください。
　（都合により、見学できない講座もあります）

◇ 途中入会できます
　期間中、随時受け付けいたします。
　（カリキュラムの都合で途中入会できない講座もあります）

◇ 受講料の分納制度あります

E-mail　bunka@kochi-sk.co.jp

高新文化教室 検索
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やさしい踊り ■火曜日
■時間11：15～12：30
■定　員…20人
■受講料…31,750円
■教材費…実費
■持参品…着物（浴衣）、腰ひも、細
帯、白足袋

花柳流師範

花柳寿延弥

心と体を使って楽しくお稽古
やさしい日本舞踊を基本からお稽古しています。初めての方でも着物

を着て一緒に踊ってみませんか？

岩 崎 勇 の
楽しい写真教室

■木曜日（月2回）
■時間15：00～17：00
■定　員…20人
■受講料…27,050円
■持参品…いつも愛用のカメラと説
明書。2L～A4サイズのプリント。撮影
データのメモリーカード等

県展写真無鑑査

岩崎　　勇

写真は写心　あなたの心が写っています
新しく写真を始めたい人、上手になりたい人、楽しい仲間が待つ写真教

室へ。季節ごとに教室内講座、写真展鑑賞、屋外撮影など、初心者感覚

で進みます。ヒントひとつで写真が変わり写真との出合いでモノの見方

が深くなります。

シルバーエイジの
ための歌と体操

■月曜日（全6回）
■時間13：00～14：00
■定　員…20人
■受講料…10,500円
■持参品…動きやすい服装南四国音楽教室

リトミック科特別顧問

水野　美知

歌と体操で健康づくりを始めませんか
懐かしい歌や思い出の歌を歌いながら、軽く手足を動かしたり、簡単

なゲームをしたりして、頭も心も体もリフレッシュしましょう。脳を

活性化し、反応力、記憶力も高めます。みんなで楽しい時間を過ごし

ましょう。

リズミック★
ウオーキング

フィットネス

インストラクター

早川　理香 

■月曜日（全12回）■時間10：00～11：00
■木曜日（全12回）■時間10：00～11：00
■定　員…各 16 人
■受講料…14,760 円
■持参品…タオル、水分、運動が出来る
シューズ、ヨガマット（なければ厚手のバス
タオル）

体を少しでも動かすと気持ちいいですよ
音楽に合わせて、前後８歩の有酸素運動です。気持ち良く動けるようにあ

まり速くない曲で足をしっかり使い、筋力トレーニングも行います。週に

1回は健康のため、楽しく体を動かしませんか。
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■土曜日（全7回）
■時間15：00～16：10
■定　員…15人
■受講料…8,610円
■持参品…動きやすい服装、タオル、
水分

椅子でヨーガ

チェアヨガインストラクター

ゆう

いつでも、どこでも、どなたでもできるヨーガ
椅子を使って行います。どなたでも、すぐにヨーガを楽しめます。呼吸

に合わせて、ゆっくりと、無理のないポーズを取ってみましょう。自分

自身をいたわる大切な時間をどうぞご一緒に。

■火曜日（全12回）
■時間18：00～19：00
　　　19：15～20：15
■定　員…各30人
■受講料…14,760円
■持参品…ヨガマット、水分、タオル

からだ調整
ヨ ガ

ヨガワークス RYT200 修了

山本　智恵

体の調子を整えて元気な毎日を！
前半は、呼吸とストレッチ系のポーズで疲れた体をほぐし、頭 ･心 ･

体をリセット。後半は、疲れにくい体になるために少しだけ動いて明

日からの活力になるように体の調子を整えていくヨガです。強度難易

度は低めなので、お気軽にご参加ください。

■水曜日（全12回）■時間18：00～19：00
　　　　　　　　 ■時間19：15～20：15
■金曜日（全12回）■時間18：00～18：50
■定　員…各30人
■受講料…14,760円
■持参品…ヨガマット、水分、タオル

ひきしめヨガ

ヨガワークス RYT200 修了

山本　理恵

体幹を強くして元気に！
初めての方や筋力の弱い方でも大丈夫です。シンプルな姿勢で少しず

つ体幹を鍛えて体の奥から強くしていきましょう。

■金曜日（全10回）
■時間19：00～20：10
■定　員…20人
■受講料…15,000円
■持参品…動きやすい服装、水分、ヨ
ガマット

バレトン＆
ストレッチ

FTP バレトントレーナー

山本　理恵

シンプルな動きで筋力を整えていきましょう
「バレ」はバレエ、「トン」は体の筋肉を整えるという意味の造語です。
簡単な有酸素運動からバレエの動き、ヨガへと 3つの要素を取り入れ
て、はだしで行うエクササイズです。同じ動作について「ゆっくり」「速
く」を交互に行うインターバル運動でたくさん汗をかくので、脂肪燃
焼に効果的です。日頃運動不足と感じている方にも無理なくできる動
きです。ぜひ体験してみませんか。

■木曜日（全12回）
■時間11：30～12：30
■定　員…20人
■受講料…17,880円
■持参品…動きやすい服装、水分、タ
オル、ヨガマット（最初はなくてもOKで
す）

ピラティス

FTP 認定アドバンスピラティス
　インストラクター

賀部　綾子

今日からは昨日と違う自分になる‼
体の深層部にある筋肉を正しく使うための運動プログラム。体幹（コ

ア）を鍛え、腰痛・肩こりの改善、骨盤矯正を行うことで正しい

ボディーラインを目指します。普段運動しない、苦手という方も心配

せずご参加ください。

■金曜日（全12回）12：00～13：15
　金曜日（全12回）13：50～15：05
　土曜日（全12回）13：00～14：15
■定　員…各25人
■受講料…14,760円
■持参品…動きやすい服装、タオル、
水分、ヨガマット（お持ちでない方は初
回日にご相談ください）

らくらくヨガ

IYC（インターナショナルヨガセンター）認定
ヨガインストラクター

李　敬愛

もっと易しく・楽しく・美しく
ヨガをメインに、中国の「内気功」や「美顔ヨガ」なども取り入れた独

自の指導法で、血液とリンパ液の流れ、「気」の開通により、固まった筋

肉と関節をほぐし、脂肪の燃焼と疲労の回復を促進します。骨盤や背骨

のゆがみの矯正、腰痛・関節痛・肩こり・頭痛などの軽減にも効果的です。

優雅な音楽に伴い、美しく楽しいヨガ世界に溶け込んでみませんか。

■土曜日（全12回）
■時間11：50～12：45
■定　員…25人
■受講料…20,400円
■教材費…実費100円（資料・コピー代）
■持参品…動きやすい服装、タオル、
水分、ヨガマット（お持ちでない方は初
回にご相談ください）

中 国 気 功

中国民間気功師

李　敬愛

～経絡を通して、全身すっきり～
「気功」とは、「気」によって、自己の免疫力自癒力や調整力を高めて、

健康のレベルを上げ、自養其生（＝みずからその生命を養う）するこ

とを目指す健康法です。

気功を練習すると、まず床をしっかり踏みしめて立てるようになり、

全身がすっきりした感覚を覚えるようになります。

■土曜日（全12回）
■時間9：00～10：00
■定　員…20人
■受講料…14,760円
■持参品…動きやすい服装、シューズ、
タオル、水分

太 極 舞

フィットネスインストラクター

一柳　智世

ゆったりとした時間の中で体を動かしてみませんか
太極舞は、太極拳の呼吸法や気功法、中国の伝統武術や民俗舞踊の要素

を取り入れたフィットネスエクササイズです。年齢を問わずに誰にでも

できる運動で、心肺トレーニングや筋力トレーニング、柔軟性トレーニ

ングに加え、中国の古典的な、趣のある音楽に合わせて気持ちよくゆっ

たりと行うので、心を癒やし、リラックス効果も期待できます。

■月曜日（全12回）■時間11：30～12：30
■水曜日（全9回） ■時間11：30～12：30
■定　員…各15人
■受講料…（月曜）14,760円、（水曜）11,070円

■持参品…ヨガマット、タオル、水分

ストレッチ＆初め
てのピラティス

AFAA ピラティス認定
インストラクター

朝倉　一恵

心も体もリフレッシュ !!
何か運動をしたいと思っている方、普段体を動かしていない初めての

方でも安心して運動ができます。ゆっくりとストレッチで体をほぐし、

ピラティスで簡単なコアトレーニングをしていきましょう。

認知症予防ネット高知代表

及川　勝栄

■火曜日（全12回）
■時間13：30～15：30
■定　員…18人
■受講料…14,760円
■持参品･･･汗を拭くタオルと飲み物

スリーA方式・
物忘れ予防教室

「優しさ・楽しい・大笑い」がキーワード
スリーAとは「明るく、頭を使って、あきらめない」の三つの頭文

字「A」から付けられました。脳の活性化を意図した簡単なルールの、

笑いを伴う楽しい 20種類のケアゲームです。楽しく笑って認知症を

予防しましょう。
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■火曜日
■時間10：00～11：00
■定　員…20人
■受講料…28,650円
■持参品…動きやすい服装、上履き
＊フローリングでの講座のためシューズを
購入される場合は講師とご相談ください

社交ダンス
〈入門〉

コムダンススタジオ

山﨑　大輔

ソロで社交ダンスを踊ってみよう !!
シャドー（1人で踊ること）で、社交ダンスの基礎を練習してしなや

かで健康的なボディーを目指します。最初は、誰もが１歩踏み出すこ

とから始まります。一緒にチャレンジしてみませんか。

■月曜日 19：00～20：30
■木曜日 19：00～20：30
■金曜日 10：00～11：30
■定　員…各35人
■受講料…26,000円
■教材費…（月曜・金曜）100円
　　　　　（木曜）実費（コピー代）
■持参品…動きやすい服装、タオル、水分
＊はだしでレッスンします

ア ロ ハ
ルアナ　フラ
アロハ　ルアナ　フラ　インストラクター

日比　愛子（月曜）
中川　久美（木曜）
切詰　房子（金曜）

ゆったりと音楽に合わせて体を動かしてみませんか
太平洋の真ん中に浮かぶ島々ハワイ。大自然への畏敬の心や人間への愛を

歌ったおおらかでゆったりした音楽。時には神秘的な朗唱に合わせて踊る

フラは、一つ一つの動きに意味を持つ、宗教的・民族的な踊りです。年齢

や体力に左右されることなくどなたでも気軽に踊りを楽しむことができま

す。すてきな音楽に合わせて踊るといつの間にかハワイアン気分♪

■金曜日（全12回）
■時間15：30～16：30
■定　員…20人
■受講料…14,760円
■持参品…動きやすい服装、タオル、
　　　　　水分、室内用運動靴

ＺＵＭＢＡ

スタジオイング
インストラクター

横田喜世恵

心と体をリフレッシュ！
ZUMBA（ズンバ）は、世界各国の音楽とダンスを融合させて創作さ

れたダンスフィットネスエクササイズです。楽しく体を動かしながら

心肺機能を向上させ ､多くのカロリーを消費するので、ボディーメー

ク効果が期待できます。良い汗を流して、心身ともにリフレッシュし

ましょう。

■月曜日（全12回）
■時間15：00～16：00
■定　員…20人
■受講料…14,760円
■持参品…動きやすい服装、水分、ヨ
ガマット（なければバスタオル）
＊裸足でレッスンします。

美しい姿勢で若さと健康を保ちましょう
アラビアの音楽に乗せて緩やかに骨盤をほぐし、正しい位置に整えて
いくベリーダンスの基本動作をベースにしたエクササイズです。骨盤、
筋肉、内臓へのアプローチによって日常の体・メンタルの不調やスタ
イルキープなどの健康・美容につなげていきます。週に 1度のリフレ
ッシュタイム、学びの時間としてお気軽にお越しください。運動が苦
手な方や体が硬い方にもオススメです。

■土曜日（全6回）
■時間10：30～11：30
■定　員…18人
■受講料…13,500円
■持参品…動きやすい服装、タオル、水分、上
履き（ゴム底）＊ヒールの有無は問いません
＊新たにご購入の場合は講師にご相談ください

か・ん・た・ん♪
フラメンコ

フラメンコスタジオ
エストゥディオグリス主宰

德永　茉己

きれいな姿勢としなやかな体づくり
スペインの情熱の踊りフラメンコ。その基本の動きを取り入れ、どな
たでも気軽に楽しんでいただけるクラスです。年齢や運動経験は問い
ません。楽しく踊りながら、バランスの取れた体・きれいな姿勢づく
りを目指します。運動不足の解消や硬くなりがちな肩、背中、股関節
などのストレッチにも。（釘なしのフラメンコシューズまたは運動靴
を使用します）

美 姿 勢
骨盤ワーク

ダンススタジオ JAZZ　BELLY
主宰

川島　亜弓

■水曜日（全12回）
■時間14：00～15：30
■定　員…20人
■受講料…21,000円
■持参品…動きやすい服装、ヨガマッ
ト、輪っかタオル（初めての方にはお貸
しします）

自 力 整 体

自力整体ナビゲーター

森部　侑恵

ぐっすり熟睡　すっきり排泄　温かい体に導く
筋肉や骨に負荷のあまり掛からない状態で、特に体幹などの筋肉を柔

軟で強いものにしていきます。滞りのない自由に動ける体になり背骨

が整ってくることでエネルギーの循環がよくなり意欲に満ちてきま

す。

■木曜日（全9回）
■時間13：30～14：40（70分）
■定　員…20人
■受講料…13,500円
■持参品…動きやすい服装、輪っかタ
オル（初めての方にはお貸しします）、水
分補給の飲み物

はじめての
自 力 整 体

自力整体ナビゲーター

三谷　美智

生涯現役を目指して自分の体を見つめ直してみませんか
ナビゲーターと一緒に、一人一人が無理のない動きで筋肉をほぐして

いきます。全身の骨格を正しい位置にリセットすることで、副交感神

経の働きを高めて自然治癒力を発動させます。そして骨格がずれない

ように、周りの筋肉を強化していきます。ゆっくり少しずつ進めてい

きましょう。

2

■水曜日（全6回）
■時間10：00～11：00
■定　員…10組
■受講料…8,640円
■持参品…動きやすい服装、タオル、水分、
赤ちゃんの外出に必要なもの、バスタオル
■対象…完全に首が据わってから～
歩く前までの赤ちゃんと母親

ママとベビーの
かんたんヨーガ

ベビーセラピスト協会認定
ベビーヨガインストラクター

玉木　晶

リフレッシュ＆スキンシップ
ゆっくり体を動かして心身ともにリラックス。気になる産後の骨盤ま

わりも引き締めます。『タッチ』と『言葉』のコミュニケーションで『心』

と『体』を育てましょう。

疲れにくく痩せやすいカラダづくり
45 分の筋トレと 15分のストレッチを組み合わせたクラスです。全身の

筋力をアップすることで脂肪が燃えやすくなります。同時に筋肉をほぐ

し血行を促進して疲労の回復を促進します。楽しみながら女性らしいカ

ラダづくりをしませんか？

ダイエット
トレーニング

■日曜日（全12回）
■時間10：00～11：00
■定員…20人
■受講料…14,760円
■持参品…動きやすい服装、水分、ヨ
ガマット（なければバスタオル）
※裸足でレッスンします

（公財） 日本スポーツクラブ協会公認
マスタースポーツインストラクター

久保　左枝
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