
＊裏面に講座一覧があります

受講生募集中
高知
教室

高知
教室

ネットやテレビで注目の
「パワポカラオケ」は、パ
ワポ(PowerPoint)の画
面にランダムに表示され
るスライドの画像を見な
がら、即興でプレゼンを
するゲームです。予期し
ない事態に対応する話
術、発想力、構成力、瞬発力を鍛えます。
それらしいことをもっともらしく発表するパワポカ
ラオケには「正解・不正解」はありません。1人4分、
スライド4枚。何が出るかは「運」次第！

持 マスク、筆記用具

発想力・アドリブ力を鍛えるパワポカラオケ

講師

受 1,500円（全1回）
定 10人

俳優、作家
全NIPPONパワポカラオケ選手権2015～2017優勝

中内　こもる

時 19：00～20：30
持 マスク、筆記用具
定 12人

時 14：00～15：30
受 1,500円（全1回）

高知
教室

高知
教室

講師

受 16,500円（全2回）

定 各月4人

教 実費 17,280円（テキスト代、DVD代、ホホバ
オイル代、認定料含む） ※初回日徴収

JAA日本アロマコーディネーター協会認定
ハンドトリートメント検定トレーナー

粂田　明美

時 1日目（10：00～13：30）
2日目（10：00～14：00）＊検定試験＊80分を含む

持 マスク、バスタオル3枚、大きめのフェイスタオル2枚
（35×107㎝程度）、筆記用具、水分補給の飲み物

即実践できる「癒やし」のスキル
を身に付ける、資格取得・集中
講座です。大事なご家族、医療
や介護のお仕事、ボランティア
やイベントなど、その場に合わ
せてアレンジしながら、さまざま
なコミュニケーションの場で役
立つ内容の検定講座です。　※日程および講座時
間割など詳細はホームページをご覧ください

ハンドトリートメント検定講座

多肉植物ー寄せ植え教室ー からだ調整ヨガ
葉や茎に水分を蓄えて成
長する多肉植物はお手入
れも簡単！プリプリの形に
色とりどりのかわいい
葉っぱも特徴の一つで
す。育て方やアレンジ方
法をご紹介。毎回、何種類
かある花器の中からお好
きなものを選んで、お好み
のアレンジをします。

講師
ヨガワークス RYT200 修了
山本　智恵

持 マスク、お手ふき、はさみ、持ち帰り袋（箱）

受 1,230円（全1回）
定 各30人

時 ①18：00～19：00　②19：15～20：15
※ご希望の日にちと時間をお選びください

持 マスク、動きやすい服装、あればヨガマット、タオル、水分

講師

受 5,100円（全3回）
※1回のみ受講可（1回分＝2,200円）

定 各月10人
材 実費（各月2,000円程度） ※当日徴収

サキュレントプランナー
石元　志保

時 18：15～20：15

場 …教室場所時 …時間 受 …受講料 教 …教材費 材 …材料費 定 …定員 持 …持参品 Ｐ…駐車場 ※表示金額は全て消費税込

新新
abcの読み方から始め
ます。旅行先でのちょっ
としたコミュニケーショ
ンを楽しめることを目指
して一緒に学んでいきま
しょう。

楽しく学ぶフランス語〈入門〉

講師
高知大学非常勤講師
大谷　衣乃

1月20日（木） 2月22日（火）

高知
教室

高知
教室

セリーズ
教室

かわいい折り紙

講師

受 4,500円（全3回）
材 実費1,500円 ※初回日徴収

日本折紙協会認定折紙講師、介護福祉士
月愛（るあ）

時 18：00～20：00

時 10：00～12：00

第2土曜日

定 各10人
持 マスク、お持ち帰り用袋、スリッパ

※作品例

※作品例

第2･3土曜日

体験講座語学講座 特別講座教養講座

特別講座趣味講座

語学講座

新新

趣味講座 レギュラー講座セリーズ
教室

園や学校、施設などで、みなさ
んに楽しんでもらえる壁面飾り
を作りましょう。

楽しい折り紙
第2水曜日 趣味講座 レギュラー講座

折り紙を立体的に折っていくこ
とで、脳のトレーニングにもなり
ますよ♪

いの
教室 教養講座 短期講座

水曜日 レギュラー講座

（2019年7月撮影）

この講座は、ゼロから
中国語の勉強を始め
たい方のための入門
講座です。中国語とい
う言語の仕組みから
発音、文字、文法の
ルールまでを、中国遼
寧省出身の講師が丁
寧に説明します。一緒
に学びませんか。

大家好（ダージャーハオ）！中国語〈入門〉

講師

受 15,180円（全11回）

定 12人

教 実費（テキスト代、およびコピー代）
※テキストは指定のものを各自準備

中国遼寧省出身
尾原　さくら

時 14：00～15：00

持 マスク、筆記用具

和やかな雰囲気の中で
着付けの手順を身に付
け、美しい着姿のために
体型の補正、着物の寸法
などを楽しく学んでいき
ます。【内容（一部）】
長じゅばんの着方・ゆか
たの着方・半巾帯（蝶 ・々
文庫系）・名古屋帯の結び方・和服のマナー等

きもの着付け

講師

受 17,400円（全15回）

定 各15人
教 1,000円（テキスト代）

全国きもの指導者協会師範
秋澤　静

時 ①13：30～15：30　②18：30～20：30
※どちらかご希望の時間をお選びください

火曜日

持 マスク、着物、長じゅばん、肌じゅばん、裾よ
け、たび（ひも類はお貸しします）

1月12日（水）･2月9日（水）・
3月9日（水） 短期講座

趣味講座 1月11日（火）･18日（火）体験講座
健康講座

ひきしめヨガ
講師

ヨガワークス RYT200 修了
山本　理恵

受 1,230円（全1回）
定 各30人

時 ①18：00～19：00　②19：15～20：15
※ご希望の日にちと時間をお選びください

持 マスク、動きやすい服装、あればヨガマット、タオル、水分

セリーズ
教室 1月12日（水）･19日（水）体験講座

健康講座

ダイエットエクササイズ

講師
（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

30分の体幹トレーニ
ングと30分のストレッ
チを組み合わせたク
ラスです。
お腹回りの筋力をアッ
プすることで姿勢を美
しく保ち、痩せるため
のカラダ作りを目指し
ます。凝り固まった筋肉をほぐしてカラダを引き締
めていきましょう。

受 3,690円（全3回）
定 15人

時 11：15～12：15

持 マスク、動きやすい服装、タオル、水分、
ヨガマットかバスタオル

セリーズ
教室 1月9･16・23日（日） 短期講座

健康講座


