
・講座開講１時間前に大雨警報・暴風警報が発令されている場合は休講となります。詳しくはP16をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場は有料です）

音　楽

１
音　楽

趣　味 趣　味

プライベートカレッジへようこそ！
　市民が教え、市民が学ぶ「オープンキャンパス」。そのワンランク上のシステムが「プライベートカレッジ」です。
オープンキャンパスよりも少人数で開催することで、より講座の内容が理解しやすくなっています。また、内容も超入門から上
級編までとレベルも様々！さらに、オープンキャンパスとは異なり販売期間中に 2 人以上のお申込みで講座が成立するので、よ
り参加しやすい講座です。しっかり身に付けたい、ちゃんと学びたい、そんなニーズにお応えします。

※教材費は講座初回にアドバイザーにお支払いください

5月18日
6月 1日・15日・29日
7月13日
（木曜日・全5回）
10：00～12：00

ピアノ初心者の方、楽譜が読めない方でも丁寧に教えます。弾いてみたい曲
を私と一緒に練習しましょう。

何才からでも始められるピアノレッスン
アドバイザー：池田千明

【対　象】成人
【定　員】4名
【受講料】5,000円
【持ち物】弾いてみたい楽譜（あれば）
【会　場】ヤマカまなびパーク 音楽室
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楽譜希望者　1,500 円程度 5月10日
6月14日
7月12日
（水曜日・全3回）
13：00～14：30

ピアノでつまずく原因を探って解決しながら、楽しく上達できるようにてい
ねいに助言します。

楽しく上達「ピアノレッスン」
アドバイザー：国枝直子

【対　象】どなたでも
【定　員】3名
【受講料】3,000円
【持ち物】テキスト（あれば）
【会　場】ヤマカまなびパーク 音楽室

テキスト希望者　1,000 円程度

音　楽

5月11日・25日
6月 8日・22日
7月13日
（木曜日・全5回）
15：00～17：00

多治見に生まれた縦型のオカリナ「セラリーナ」は、吹き易く、やさしい音
色を楽しめます。初めて楽器を手にする方にも、ていねいに指導し、簡単な
曲を楽しめるようになります。

初めてのセラリーナ
アドバイザー：竹下孝昭

【対　象】成人　　【定　員】4名
【受講料】5,000円
【教材費】200円
【持ち物】筆記用具、本立て又は譜面台
【会　場】ヤマカまなびパーク 工作室

セラリーナ希望者購入可能　8,000 円～

音　楽

5月12日・26日
6月 9日・23日・30日
（金曜日・全5回）
10：30～12：00

ピアノが弾けることの楽しさを味わってみませんか。音符が読めない初心者
の方でも安心して受講して頂けます。それぞれのレベルに合わせた個人レッ
スンを行います。

はじめてみましょうピアノ♪
アドバイザー：丹羽美穂

【対　象】成人　　【定　員】3名
【受講料】5,000円
【持ち物】使用したいテキストか楽譜
【会　場】ヤマカまなびパーク 音楽室

テキスト希望者 800 円

5月13日・27日
6月10日・24日
7月 8日・22日
（土曜日・全6回）
19：00～21：00

「コツを覚えて、あなたもマジシャン！」
手先が器用でないとマジックはできないと思ってはいませんか？大丈夫です。
コツを覚えれば誰でもできるんです。

ザ・マジック
アドバイザー：長谷部勇夫

【対　象】成人
【定　員】4名
【受講料】6,000円
【教材費】3,000円
【持ち物】はさみ、筆記用具
【会　場】養正公民館 和室１

5月13日・20日
（土曜日・全2回）
13：00～15：00

写真補正の基本をマスターすることで、写真の楽しみが倍増します。フリー
ソフト（Faststone）、Windows タブレット使用。マスターできるまで教え
ます。（タブレットは準備します）
詳しくは https://www.facebook.com/wakinoshima/

写真補正の楽しみ方
アドバイザー：前川征一

【対　象】写真が好きな方　　【定　員】3名
【受講料】2,000円
【持ち物】補正したい写真の入ったSDカード、
 筆記用具

【会　場】脇之島公民館 和室

 【受講券販売期間】
 ヤマカまなびパーク　4月6日（木）～20日（木）　9：00～21：30（月曜休館）
 市　立　公　民　館　4月7日（金）～20日（木）　9：00～17：00
 電話での取り置きはできません。気になる講座はお早めにご購入下さい。
 申込に関する注意事項はP15をご覧下さい。
� 事務局　多治見市学習館　☎（0572）23-7022（月曜休館）　
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クラフトクラフト

クラフトクラフト

クラフト 健　康

プライベートカレッジ 春講座

プライベートカレッジ

２人以上の
申込で開講！

趣　味

5月2日・16日
6月6日・20日
7月4日
（火曜日・全5回）
13：00～14：30

日常書いている文字を少し工夫することで楽しいおしゃれなインテリア書に
なります。季節に合わせ、こころに響く文字を描いてみましょう。初めての
方も大歓迎です。

楽しいデザイン書道
アドバイザー：蓮風

【対　象】成人
【定　員】4名
【受講料】5,000円
【教材費】1,500円
【持ち物】書道道具一式（100円ショップ
 の物でもOK）、新聞紙、雑巾

【会　場】ヤマカまなびパーク 学習室401

5月11日　6月8日
7月13日
（木曜日・全3回）
10：00～12：00

家で眠っている着物を使って、型紙なしで簡単にできる洋裁を学びます。
袋物も作れます。※着物は解いてウール洗いをし、生乾きの内にアイロンが
けをして持ち込んでください。反物の場合も洗ってお持ちください。

着物でリメイク簡単洋裁
アドバイザー：林みどり

【対　象】成人　　【定　員】3名
【受講料】3,000円
【持ち物】裁縫道具、あれば着物又は反物、
 ミシン、アイロン

【会　場】ヤマカまなびパーク 学習室401

反物希望者　別途 500 円より

5月21日
6月18日
7月 2日・16日
（日曜日・全4回）
13：30～15：00

活動中のおしゃべりは、けっして不謹慎ではありません。おしゃべりの中か
ら素敵なアイデアが生まれます。楽しく活動する中から世界で唯一の「絵た
より」が生まれます。

おしゃべりしながら創作絵たより活動
アドバイザー：下総しげお

【対　象】どなたでも
【定　員】4名
【受講料】4,000円
【教材費】800円
【持ち物】初回はなし（2回目からは自分
 の表現に合った用具）

【会　場】ヤマカまなびパーク 美術室

6月7日・21日
（水曜日・全2回）
10：00～12：00

バラ、アジサイの季節です。たくさんのお花をプリザーブド加工してちょっ
と大きなアレンジを作りましょう。教材はくり返し使えます。

生花から作るプリザーブドフラワー
加工からアレンジまで
アドバイザー：桐山良子

【対　象】成人　　【定　員】4名
【受講料】2,000円
【教材費】4,500円
【持ち物】はさみ、ピンセット、ティッシュ、
 新聞紙（敷物）、持ち帰り袋

【会　場】脇之島公民館 研修室

6月9日
（金曜日・全1回）
10：00～12：00

木の実をメインに使ったクラフトです。材料ひとつひとつにワイヤリングを
施し、編むように作っていきます。夏に向けてさわやかな三日月型のリース
を作りましょう。

トロッケンクランツ　夏のクレッセント
アドバイザー：横江美和

【対　象】成人女性
【定　員】4名
【受講料】1,000円
【教材費】2,500円
【持ち物】ラジオペンチ、持ち帰り袋、エプロン
【会　場】ヤマカまなびパーク 学習室401

5月24日
（水曜日・全1回）
10：30～12：00

虫よけ効果のある精油の中から好きな香りを選んで、お子様と一緒に使える
虫よけスプレーを作りましょう♪アロマテラピープチ講座も学べますよ。

暮らしに役立つアロマテラピー
～虫よけスプレーを作りましょう～
アドバイザー：香のあ

【対　象】成人女性　　【定　員】4名
【受講料】1,000円
【教材費】600円
【持ち物】筆記用具、タオル
【会　場】ヤマカまなびパーク 工作室

5月27日
（土曜日・全1回）
10：00～11：30

ウェットティッシュケースにリボンやブレード、生地を使って可愛くカバー
リングします。縫ったりはしませんので裁縫が苦手な方でも大丈夫です。型
紙付です。

ファブリックデコレ第 1 弾
ウェットティッシュケース デコレッスン
アドバイザー：久野純子

【対　象】成人　　【定　員】4名
【受講料】1,000円
【教材費】2,000円
【持ち物】持ち帰り袋
【会　場】脇之島公民館 研修室

5月13日・20日・27日
6月10日・17日・24日
7月 1日・ 8日
（土曜日・全8回）
15：00～16：45

より深くご自分の心と体に向き合いながら、さらにじっくりと陰ヨガを行っ
ていきましょう。陰陽五行説・春から夏の養生について等を一緒に学び考え
ながら陰ヨガで自然治癒力を引き出していきましょう！

アドバイザー：下山真穂

【対　象】陰ヨガをじっくり行いたい方
【定　員】4名
【受講料】8,000円
【持ち物】動きやすく体温調整しやすい服装、
 敷物、ブランケット、タオル、飲み物

【会　場】ヤマカまなびパーク 和室

春の陰ヨガ ～春ものびのびリラックス～

※教材費は講座初回にアドバイザーにお支払いください
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・講座開講１時間前に大雨警報・暴風警報が発令されている場合は休講となります。詳しくはP16をご覧ください。
・会場へはできるだけ公共交通機関をご利用ください。（ヤマカまなびパーク駐車場は有料です）
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健　康 子ども

子ども 子ども

子ども 語　学

和　道 和　道

教　養 教　養

5月11日・25日
6月 8日・22日
（木曜日・全4回）
10：00～11：30

4 つのパート（呼吸法・フラ・フットセラピー・瞑想法）構成です。脳と身
体を楽しく動かした後は、自分で足をマッサージし、最後は瞑想で身体を癒
しましょう。

心と身体の癒しを実践！
マナ・フラ・フットセラピー
アドバイザー：林博子

【対　象】どなたでも　　【定　員】4名
【受講料】4,000円
【持ち物】飲み物、ヨガマット又はバスタオル、
 あればパウスカート（無料貸出あり）、
 動きやすい服装

【会　場】ヤマカまなびパーク 学習室101

6月11日
（日曜日・全1回）
14:00～16:00

ダンボールを使って、遊べるキッチンを作ります。（高さ約 45cm）
親子での参加もできます。

ダンボールキッチンを作ろう
アドバイザー：村田祐一郎

【対　象】幼児～小学生（親子参加可）
【定　員】4名
【受講料】1,000円
【教材費】500円
【持ち物】はさみ、木工用ボンド
【会　場】ヤマカまなびパーク 工作室

5月13日・27日
6月10日・24日
7月 8日
（土曜日・全5回）
10：30～11：30

フラ（踊り）のステップでメレ（歌）に合わせて楽しく踊りましょう。

アドバイザー：伊左次美保

【対　象】5才～12才
【定　員】4名
【受講料】5,000円
【教材費】20円
【持ち物】動きやすい服装、飲み物、タオル
【会　場】ヤマカまなびパーク 学習室506

子ども（ケイキ）の ハワイアンフラ

5月19日
6月16日・30日
7月 7日
（金曜日・全4回）
17：00～18：00

音遊びやリズム遊びを通して音楽に親しみ、楽譜を読んで簡単な曲が弾ける
ように練習します。ピアノはじめてさん向けの講座です。

アドバイザー：永井靖代

【対　象】小学生
【定　員】4名
【受講料】4,000円
【持ち物】ピアノ楽譜（あれば）、筆記用具
【会　場】ヤマカまなびパーク 音楽室

音のおもちゃ箱♪（ジュニア）

5月21日
6月25日
7月16日
（日曜日・全3回）
10：30～12：00

伝統文化「いけばな」を楽しく学びましょう。
※申込時に教材費も集めます

アドバイザー：浦野忍花

【対　象】小学生～高校生
【定　員】4名
【受講料】3,000円
【教材費】3,000円
【持ち物】ぞうきん、持ち帰り袋
 （あれば剣山、花器、花ばさみ）

【会　場】ヤマカまなびパーク 工作室

ジュニアいけばな（草月流）

テキスト希望者　860 円

5月11日・18日・25日
6月 1日・ 8日
（木曜日・全5回）
19：30～21：00

発音から簡単な日常会話を学びます。ゆっくりと学び、しっかりと身に付け
ていきますのでシニアの方でも大丈夫です。

アドバイザー：黄友潔

【対　象】どなたでも
【定　員】4名
【受講料】5,000円
【教材費】300円
【持ち物】筆記用具
【会　場】ヤマカまなびパーク 学習室504

はじめての中国語

5月10日・24日・31日
6月 7日・14日・28日
（水曜日・全6回）
10：30～12：00

三味線を上手に弾く方法を学びます。上手に弾くため譜面にはない手を加え
ることにより、きれいな音の出し方やコカシ・ハジキ・スクイのきれいな音
の出し方を伝授します。

アドバイザー：藤本秀直伸

【対　象】三味線をお持ちで弾ける方
【定　員】4名
【受講料】6,000円
【教材費】250円
【持ち物】三味線及び小道具一式、筆記用具、
 録音機器（お持ちの方のみ）

【会　場】南姫公民館 和室

三味線を弾くテクニック

5月11日・18日・25日
6月 8日・15日・22日
7月 6日・13日
（木曜日・全8回）
19：00～21：00

筆で書く文字の感覚に慣れてみましょう。毛筆の基本から始め、半紙 4 文字
と並行して小筆で実用書の練習を各自の進度に応じて進めます。
※初回は筆と紙の準備がなくても OK です。

アドバイザー：福田凌華

【対　象】高校生以上
【定　員】4名
【受講料】8,000円【教材費】600円
【持ち物】書道道具（筆大小、下敷、半紙、
 文鎮、硯、墨液）、新聞紙、タオル

【会　場】養正公民館 和室1

筆文字を書くはじめの一歩

6月15日
（木曜日・全1回）
10：00～11：30

私たちの身の回りは化学物質という毒であふれています。口にする食べ物以
外でも洗剤・歯みがき粉・ナプキンなど口から入れた食べ物より皮膚から入っ
た毒物は排出されにくい。その真実と対処法を学びましょう。

アドバイザー：小川いくよ

【対　象】どなたでも
【定　員】4名
【受講料】1,000円
【教材費】200円
【持ち物】筆記用具
【会　場】ヤマカまなびパーク 美術室

市販の毒から身を守る術

5月10日・24日
6月 7日・21日
（水曜日・全4回）
10：00～11：30

どんな本を読んでも、やり方を学んでもなかなか片づかない、片づけたいと
思っても元に戻ってしまう。親や子ども、家族の片づけがうまくいかない。
片づけのことなら何でも相談しあい、実践につなげましょう。

アドバイザー：須藤真一郎

【対　象】成人
【定　員】4名
【受講料】4,000円
【教材費】200円
【持ち物】筆記用具
【会　場】ヤマカまなびパーク 学習室503

お片づけクラブ

 【受講券販売期間】
 ヤマカまなびパーク 4月6日（木）～20日（木）　9：00～21：30（月曜休館）
 市　立　公　民　館 4月7日（金）～20日（木）　9：00～17：00
 電話での取り置きはできません。気になる講座はお早めにご購入下さい。
 申込に関する注意事項はP15をご覧下さい。 事務局　多治見市学習館　☎（0572）23-7022（月曜休館）

※教材費は講座初回にアドバイザーにお支払いください
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