いの高新文化教室
いの高新文化教室
◇ 教室場所（駐車場あります）
サニーアクシス いの店

高知西
バイパス

伊野
IC
北内電停
○

あさくら

○

えだがわ

サニーアクシスいの店
（吾川郡いの町205）

2階 カルチャー・クリニックモール内
（北・南教室）

1階 クッキングスタジオ

◇ お申し込み・お問い合わせ
検索
高新文化教室
高新文化教室（本校事務局）
E-mail
bunka@kochi-sk.co.jp
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

読売書法会評議員

岡林

御舟

書
道
〈かな ･ 実用書〉
安芸全国書展審査会員
現日会同人

竹内

全日本ペン書道展審査員

濱田

律

紙

日本絵手紙協会公認講師

朝日

すね。

墨の香りを楽しみながらよい時間を

■第1・3水曜日
■時間10：00〜12：00
墨の香りで心が落ち着きます。まず筆に慣れていきましょう。学ぶほ ■定 員…12人
ど深いことに気付きます。長く続けることが上手になる一番の近道で ■受講料…20,900円
す。書に親しみ、一緒に学んでみませんか。
■教材費…実費

美恵

日常に生かせる美文字を習得してみませんか

■水曜日
■時間10：00〜12：00
パソコンの普及で、文字の環境もすっかり変わってしまいました。「早 ■定 員…12人
く、便利」もいいけれど、気持ちの伝わる手書きの文字で、暮らしの ■受講料…28,450円
中に「ゆっくり、優しい」を少し取り戻してみるのも楽しいかな…と
■教材費…実費
思います。
（テキスト代期間分前納6,038円）

絵に言葉を添えてポストイン

■第2火曜日
■時間10：00～12：00
コミュニケーションの質量が大きく変化している今こそ、大事な人に ■定 員…15人
思いを届けられる絵手紙の力は大きくなっています。絵や字が苦手な ■受講料…10,450円
■教材費…1,000円
人でも実物をよく見て素直な気持ちで描くと相手の心に響きます。
■持参品…絵手紙道具一式（顔彩、硯、
青墨、筆、梅皿、水入れ、ティッシュ）
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絵画講座

手

■火曜日（月3回）
■時間10：00〜12：00
人生を豊かで楽しいものにするため、気軽にできる書道をやってみま ■定 員…18人
せんか。同じ趣味を持つ者同士の出会いもあり、楽しく共に学ぶこと ■受講料…26,200円
ができます。漢字、仮名、何でも書けるようになったら素晴らしいで
■教材費…実費

昌子

ペン書道

絵

目標を持って基礎から古典へ

書道講座

楽しい書道

高知
絵画講座

日

本

画

県展日本画無鑑査

荒木

陽一

スケッチ・
水 彩 画
高知県美術家協会会員理事

和田

邦楽と日本舞踊の講座

花柳流師範

京和

日本舞踊
坂東流師範

教養講座

坂東三乃里

俳

句
ホトトギス同人

趣味講座

森脇

杏花

パッチワーク
教
室
武市

育子

手編み教室
日本ヴォーグ手編み師範
NKM ストレッチ編み講師

三谷

房子

和紙ちぎり絵
全国和紙ちぎり絵
サークル認定講師

北村

桂子

ビ ー ズ
アクセサリー
( 一財）生涯学習開発財団
認定インストラクター

雨森
岡村

豊子
陽子

えこ・てえぷ
手
芸
ひだまり家店主

山崎

セリーズ

日本画を描いてみませんか

■第2・4水曜日
■時間18：30〜20：30
日本画は特殊な技術を必要としますが、当講座では画材の扱い方の基 ■定 員…20人
■受講料…20,900円
礎から表現方法の応用まで個別に丁寧に指導致しますので、初心者、 ■教材費…実費
■持参品…鉛筆（H・2B・HB）
、消し
経験者を問わず、楽しみながら日本画を勉強することができます。
ゴム、 スケッチブック、 色鉛 筆など。
経験者の方はお持ちの日本画材。
（お持ちでない場合は 1 〜 2 万円程度）

いつでも気軽に楽しめる

■土曜日
■時間13：00〜15：00
下描きを生かし、水彩や色鉛筆など、色々な絵の具を使い、飽きのこ ■定 員…24人
ない透明感ある色合いが表現できます。大切なのは、楽しく自由な気 ■受講料…28,650円
持ちで描くことだと考えます。スケッチ画を楽しく描きませんか。
■教材費…1,200円

通博

楽 し く
日本舞踊
花柳

いの

住香

着物スタイルで日本の伝統文化を体感
踊りの美しい動きを身体で覚えていくことで自然と美姿勢になりエク
ササイズ効果もあります。一から大切なことを丁寧に積み重ね、お稽
古しますので初めてでも楽しく踊って着物美人に。そして表情豊かな
日本舞踊の面白さを発見し存分に楽しんでいただきたいと思います。

■火曜日
■時間13：00〜14：30
■定 員…15人
■受講料…25,600円
■教材費…実費
■持参品…着物（浴衣可）、細帯、
白足袋、腰ひも等

踊ってみましょう

■土曜日
■時間15：30〜17：00
美しい立ち居振る舞いが身に付く日舞を楽しみませんか。老若男女の幅広 ■定 員…12人
い受講をお待ちしております。
■受講料…25,600円
■教材費…実費
■持参品…着物（浴衣可）、細帯、
白足袋、腰ひも等

十七文字で短かく作りやすい俳句

■第2・4木曜日
■時間10：00〜12：00
芭蕉、子規、虚子、山脈の先人を訪ね、現代俳句に至るまでの俳句をたど ■定 員…15人
りつつ、俳句の基本を確固たるものにしましょう。俳句は基本の繰り返し ■受講料…20,900円
です。基本が、世に残る一句を作ることができると信じます。
■教材費…600円
■持参品…筆記用具、歳時記

八十路の楽しみ

■第1・3月曜日
■時間10：00〜12：00
持って楽しく、飾って和やか、プレゼントに喜ばれ、こんな自分が誇 ■定 員…20人
らしい。皆さんもいかがですか。縫い目が悪くても、曲がっていても、 ■受講料…24,000円
完成すると美しくなる。創作にオシャベリにどうぞ。布の持ち込みも
■教材費…実費
できます。
■持参品…お針道具

世界に二つとない、完成の喜び

■第2・4月曜日
■時間10：00〜12：00
「かぎ針編み」「棒針編み」「アフガン編み」「ストレッチ編み」手編みの作 ■定 員…10人
品のお好きな物を自由に編んでください。
■受講料…20,900円
初心者の方は、基礎編みからお教え致します。あなたの手編み技術の上達
■教材費…実費
を願ってサポート致します。材料費は実費。事前にお好きな作品（編みた
■持参品…筆記用具
い物）をお知らせください。材料とデザインをこちらで用意致します。

土佐和紙で描くちぎり絵

■第1・3火曜日
■時間13：00〜15：00
表情豊かな土佐和紙や各地の和紙で移り行く風景、花や鳥をちぎり絵 ■定 員…12人
で表現してみましょう。楽しいひとときをご一緒に楽しみませんか。 ■受講料…17,800円
■教材費…実費
■持参品…筆記用具、はさみ、手ふき、
のり入れ

きらめき愛されてきたビーズ

■第2・4火曜日
■時間13：00～15：00
きらめくクリスタル、夢を与えてくれるガラス玉を丹念につないでい ■定 員…20人
くおもしろさと、自分だけのオリジナルアクセサリーを作ってみませ ■受講料…24,000円
んか。プレゼントされても喜ばれることと思います。
■教材費…実費1,800円～
■持参品…マクラメ板、はさみ、やっとこ

カゴ・バッグ・収納グッズ作り！

■第1･3水曜日 ■時間12：30～14：30
■第2･4土曜日 ■時間12：30～14：30
エコテープは牛乳パックや古紙から作られた再生紙 100％の環境に優しい ■定 員…各10人
エコロジー素材です。ぶきっちょさんでも気軽に始められるエコテープで、 ■受講料…20,900円
■教材費…実費2,000円〜
あなただけの作品作りを楽しみませんか？
■持参品…洗濯挟み（30 個）
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高知

いの

トウペディップアート協会認定
師範 1 級講師

新見

厚子

美色・押花
美色押花縁の会主宰

片岡ゆかり

季節のプリザーブド
フラワーアレンジメント
JPFA ディプロマ取得
全1回

山本
山本

智恵
理恵

オカリナ・ケーナ制作、
演奏者

大目

真壱

やさしいケーナ
教 室〈 入 門 〉
オカリナ・ケーナ制作、
演奏者

大目

真壱

こどものための
リトミック
リトミック研究センター
高知第一支局チーフ指導スタッフ

足達

伸子

ハーモニカ
を楽しもう
橘

尚之

楽しい大正琴
〈初級〉
〈上級〉
（公社）大正琴協会正会員
琴伝流大正琴高知県支部長

田中

千賀

中高年から始める
らくらくピアノ
全日本らくらくピアノ協会認定講師

毛利

千佳

初心者から始める！
大人のジャズ講座
音楽家

大村太一郎

■木曜日（全3回）
■時間10：00〜12：00
ガラス！？いいえ違います。息をのむほど美しい、思わず歓声を上げ
13：00〜15：00
る Dip Art。最近流行のマニキュアアートでは作ることができない大 ■定 員…各16人
きな花も簡単にできますよ。ぜひあなたも感動の体験を！初心者大歓 ■受講料…4,470円
■教材費…実費（毎月1,750円程度）
迎！
■持参品…ラジオペンチ（お持ちであれば）

いつまでも残したい花の美しさ

■第2・4金曜日
■時間13：00〜15：00
四季折々の草花や果実、野菜などが、簡単な独自の乾燥法で、原色そ ■定 員…20人
■受講料…20,900円
のままの押し花に仕上がります。生き生きとした花の表情や自然その ■教材費…実費、初回3,000円程度（テキ
ままの美しい植物たちを、自分だけのオリジナルアート額や小物に活 スト、ピンセット、押し花ハガキセット）、
2回目以降1,000円〜8,000円
用できます。
■持参品…筆記用具、はさみ、ポケッ
トティッシュ、持ち帰り用袋
プリザーブドフラワーは、生花の美しさを数年間保つことができる不
思議な花です。色鮮やかなプリザーブドフラワーを使い、季節のイン
テリアとして生活を彩るアレンジメントを作ります。
※生花からプリザーブドフラワーに加工する講座ではありません

■水曜日（日程未定）
■時間10：00〜12：00
■定 員…10人
■受講料…2,250円
■教材費…実費
■持参品…工作用はさみ、木工用ボンド、
持ち帰り用袋、お持ちの方はグルーガン

大地の笛、オカリナの音色を

■第2・4月曜日
■時間13：30〜15：00
■定 員…24人
■受講料…24,600円
■教材費…実費（テキスト代2,000円、
オカリナ代7,000円程度）

陶土を焼いて一つずつ手作りされる土笛「オカリナ」。その優しく素
朴な音色が人気を集めています。オカリナは少ない息で、誰でも音が
出せる易しい楽器です。指使いに慣れてしまえばいろいろな曲が吹け
るようになります。基礎からゆっくりと進めていきますので、楽譜の
読めない方も安心してご入会ください。

アンデスの笛ケーナを吹いてみませんか

■第2・4月曜日
■時間15：30〜17：00
古代より南米アンデス地方に伝わる笛ケーナは、葦や竹に穴を開けただけの素 ■定 員…24人
朴な縦笛ですが、吹く人の心がそのまま音になるような表現力豊かな楽器です。 ■受講料…24,600円
音を出すコツをつかめば、アンデス音楽の名曲をはじめ、いろいろな曲が吹け ■教材費…実費（ケーナ代7,000円）
るようになります。基礎からゆっくりと進めていきますので、楽譜の読めない
方も安心してご入会ください。

親子で楽しく音楽遊び

■第2・4金曜日
■時間14：00〜15：00
子どもたちにとってリトミックは楽しい音楽遊びです。グループの中 ■定 員…親子（1歳〜3歳まで）10組
で自主性を尊重し個性を伸ばすレッスンの環境は、お子さまの可能性 ■受講料…10,500円
■教材費…実費
をじっくり育みます。さあ！一緒に始めましょう。
■持参品…動きやすい服装
＊子どもたちは、はだしでレッスンします

ハーモニカを楽しもう

■第1・3水曜日
■時間13：00〜14：30
ハーモニカは息を吹く、吸うだけで、とてもきれいな音の出る手軽で ■定 員…12人
親しみやすい楽器です。口笛を吹くように、思い出の童謡や唱歌、今 ■受講料…24,000円
流行の曲などを吹いてみませんか。音符が分からない方も安心してご ■教材費…実費1,800円、
参加ください。
ハーモニカ代5,500円

心に響く永遠のメロディーを大正琴で
大正琴の楽譜は大きな数字で書かれているので、五線譜が読めなくて
も、楽譜どおりに大正琴のボタンを押さえて弾けば誰でも簡単に演奏
できます。演奏が上達してきたらパートごとに分かれてアンサンブル
演奏にも挑戦してみましょう。お気軽にご参加ください。（貸琴あり
ます）

■第1・3金曜日
■時間
初級10：00〜12：00
上級13：00〜15：00
■定 員…各10人
■受講料…24,000円
■教材費…実費（教本 初級1,800円、
上級2,000円）アンサンブル用ピース2枚
（1,000円〜）
■持参品…筆記用具

あこがれの曲、思い出の曲をピアノで弾いてみませんか

■第1・3月曜日
■時間10：30～12：00
13：30～15：00
大人になってからピアノを始めるのは難しいと思われていませんか。
■定 員…各10人
「中高年から始めるらくらくピアノ」という見やすいかな付楽譜を使 ■受講料…20,900円
い、みんなで一緒に練習します。知っている曲を弾ける喜びを感じな ■教材費…実費
■持参品…筆記用具、持ち運びできるキ
がら、笑顔で楽しい時間をご一緒に過ごしませんか。
ーボード（お持ちでない方はお申し出下さい）

お手持ちの楽器を使って、あこがれのジャズ演奏を初歩から学べます。
楽器演奏のスキルは問いません。段階に合わせた課題で楽しく合奏し
ながら、徐々に上達できるようお手伝いします。
スウィングジャズをはじめ、フュージョン、ロック、ブルース、ポッ
プスなど即興演奏をテーマに多様なジャンルにお応えします。
※対象 = 少しでも楽器を鳴らせる方から、プロを目指す方まで。
個人の段階に合わせて対応いたします
※初期指導に時間を要する楽器をご希望の場合は、別途対応させてい
ただくことがあります
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■金曜日（全6回）
■時間18：00〜20：00
■定 員…12人
■受講料…19,800円
■教材費…実費
■持参品…ご自身の楽器（エレキ楽
器の方は小型アンプもお持ちくださ
い）、ノート、筆記用具

音楽講座

楽しいオカリナ
教 室〈 入 門 〉

不思議な技法と美しさに驚きと感動

趣味講座

驚きの技法
アメリカンフラワー

セリーズ

高知
健康講座

スリー A 方式・
物忘れ予防教室
認知症予防ネット高知
スリー A ゲームリーダー

岡上
廣瀬

道代
文代

ヨガ棒で
ヨ
ガ
ヨガワークス認定 RYT200
シグマストレッチ協会認定

美濃部恵子

ヨ ー ガ
セラピー
（一社）日本ヨーガ療法学会認定
ヨーガ療法士

久保田千秋

ヒーリング
ヨ ー ガ
（一社）日本ヨーガ療法学会認定
ヨーガ療法士

久保田千秋

かんたんヨーガ
ヨガワークス
RYT200 修了

山本

智恵

ピラティス
STOTT PILATES
インストラクター

賀部

綾子

リフレッシュヨガ
IYC 認定ヨガインストラクター

賀部

綾子

自力整体
自力整体ナビゲーター

ダンス講座

森部

侑恵

Ｐｅｔｉｔ（プチ）
バレリーナクラス
( 公社 ) 日本バレエ協会
一の宮咲子バレエ研究所教師

小西

真巳

はじめての
社交ダンス
コムダンススタジオ

西山

いの

セリーズ

「優しさ・楽しい・大笑い」がキーワード

■第1・3木曜日（全6回）
■時間10：00～12：00
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 ■定 員…18人
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、 ■受講料…7,380円
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 ■持参品･･･汗を拭くタオルと飲み物
予防しましょう。

ヨガ棒でやさしくトレーニング

■第2・4土曜日
■時間18：00〜19：00
ヨガ棒に体を預けることにより、運動が苦手な方や高齢の方など、ど ■定 員…10人
なたでも楽しむことができます。骨盤矯正や体幹を意識したスロート ■受講料…14,700円
レーニングや有酸素運動を取り入れたヨガを一緒に楽しみませんか。 ■教材費…ヨガ棒レンタル料1回200円
■持参品…ヨガマット、動きやすい服
装、水分、タオル

伝統的ヨーガを応用した最新のヨーガ療法
ヨーガ療法のためのアイソメトリックアーサナと呼吸法で基礎体力と客
観視力を付けましょう。伝統的ヨーガの知恵に基づく瞑想法を訓練する
ことで心身の健康度を高めて、セルフコントロールできるようサポート
していきます。※ アイソメトリックは ｢ 等尺」という意味で、筋肉の
長さを変えないで押し合う引き合うなどの負荷を掛ける静的なトレーニ
ング法のこと。また、アーサナとは、身体を動かすヨーガの技法の意味

■木曜日（全12回）
■時間12：30〜13：40
■定 員…14人
■受講料…16,800円
■持参品…ヨガマット、動きやすい服装

心と身体を調和させる気付きのヨーガ療法

■木曜日（全12回）
■時間14：00〜15：10
ゆっくりした動きと呼吸法で身体の声を聴き、自律神経の乱れを整え ■定 員…10人
て身体の不調和を改善する癒やしのヨーガ。認定ヨーガ療法士指導の ■受講料…16,800円
実技・呼吸法・瞑想法で自分を観る力を付けて調和の心を培っていき ■持参品…ヨガマット、動きやすい服装
ます。

かんたんヨーガ

■火曜日（月2回・全12回）
■時間15：00〜16：00
ゆっくりとした呼吸に合わせてポーズをとり、体を伸ばしたり引き締 ■定 員…20人
めたりします。血行を良くして体のコリ・ストレス解消、体の歪みも ■受講料…14,760円
■持参品…動きやすい服装、タオル、水
改善できます。一緒に楽しんでヨーガをしてみませんか。
分、ヨガマット

なりたい自分になる 1st ステップ

■木曜日（全12回）
■時間19：00～20：00
身体の深層部にあるインナーマッスルを正しく使うための運動プログ ■定 員…15人
ラム。体幹（＝コア）を鍛え、腰痛、肩こり改善や骨盤矯正を行い、 ■受講料…17,880円
正しいボディーラインへ。細く柔軟性のある筋肉を作ることでスリム ■持参品…動きやすい服装、水分、タオ
な身体づくりを目指します。
ル、ヨガマット、お持ちであれば小ボール

心と身体のデトックスタイム

■第2・4日曜日
■時間13：00～14：30
ストレスで普段の呼吸が浅くなっていませんか。ヨガのポーズ、呼吸 ■定 員…10人
法で心身ともにリフレッシュ。初めての方でも取り組めるクラスです。 ■受講料…20,900円
講座時間 90 分の少し時間が長いクラスです。自分と向き合う時間を ■持参品…動きやすい服装、タオル、飲
み物、ヨガマット（お持ちでない方はバ
取って、しっかり深層部まで伸ばしていきましょう。
スタオル）

すっきり、軽い、温かい体へ導く

■第2・4日曜日
■時間15：00～16：30
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 ■定員…16人
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 ■受講料…20,900円
が整ってくることでエネルギーの循環が良くなり意欲に満ちてきま ■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）
す。

バランスのとれた美しい身体づくりを！

■火曜日
■キッズクラス…16：30～17：30
ジュニアクラス…17：30～18：45
小さい時からクラシックバレエのレッスンを行うことで柔軟で美しく
■定
員…各12人
強い身体を作ります。同時に表現を豊かにし、リズム感を養い、お子
■受講料…34,850円
様の感性を育て広げます。
■教材費…実費（レオタード・タイツ・
対象：キッズクラス＝ 3 歳～小学 1 年生、ジュニアクラス＝小学 2 バレエシューズはご紹介できます）
年生以上
■持参品…タオル、水分

毎日の歩く姿をスマートに軽やかに

■第2・4水曜日
■時間13：00〜14：30
社交ダンスの基本的なステップを中心に音楽に合わせて体を動かし楽 ■定 員…20人
しくレッスンをします。初めての人、もう一度最初から始めたい人を ■受講料…20,900円
対象にきれいな立ち姿や、若々しく歩く姿勢を指導して最初の一歩を
踏み出すところから始めます。

典子
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高知

いの

アロハ ルアナ フラ
インストラクター

秋月小百合

キッズダンス
dance space FUN“K ”

Keiko

ベリーダンス
ダンススタジオ JAZZ
BELLY 主宰

川島

亜弓

■金曜日
■時間10：30〜12：00
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 ■定 員…20人
歌った大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 ■受講料…26,000円
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 ■教材費…100円
力に左右されることなく、どなたに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。

リズムにのって楽しく踊ろう！

■土曜日（全9回）
■10：00～10：45（3歳〜小学1年生）
11：00～12：00（小学2年生以上）
いろいろな音楽に合わせて、楽しみながら体を動かしていきます。レ
■定 員…各15人
ッスンの中で、ダンスに必要なリズム感、表現力などを身に付けてい
■受講料…11,000円
きます。
■持参品…動きやすい服装、スニーカー
（上履き）、タオル、水分

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身体・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
苦手な方や身体が硬い方にもオススメです。

■水曜日（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

「美容と健康」をテーマにしたパンやお菓子教室
栄養価が高く、食物繊維、ビタミン類、ミネラル類などがたっぷり入った「全粒粉」や、グルテンフリーの「米
粉」など、体に優しい材料を使ったパン・お菓子教室。教室を通じて、皆さまが「笑顔」になるような、こ
もれびのようなあたたかい気持ちになる教室、物作りをしていきます。

全1回

こもれびのぱんや

江藤

里恵

いろはクッキング
スタジオ
ホームメイドクッキング
認定講師

全1回

西川
安田
山脇
和田

満美
茂子
由佳
幸

季節を楽しむ「食」の教室
ベテラン講師による「パン」「ケーキ」「和菓子」「料理」教室です。季節の選りすぐりの食材
を生かした独自のカリキュラムで、お子さんから幅広い年代の方に「食」を通して健康と家族
の笑顔を大切にしていただきたいと願っています。まずはお気軽にお立ち寄りください。
＊開講日・時間・クラス・受講料などはお問い合わせください
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クッキング講座

こもれびのぱんや
パン ･ お菓子教室

現代的なフラ「アウアナ」を中心に

ダンス講座

ア ロ ハ
ルアナ フラ

セリーズ

