
令和5年5月15日

№ 受付年月日 区分 氏　　名 性別 備　考

1 平成28年4月13日 スポーツ 護身術 服部　正信 男
一般社団法人
日本護身術拳法連盟

2 平成28年4月5日 美容・健康
ベビーヨガセラピー、マミー＆ミー
マタニティーヨガ

松田　知客子 女 ママが子育てを楽しめる講座

3 平成28年10月12日 美容・健康 香りで一緒に癒されてみませんか 法元　美紀 女
日本ホリスティックアロマセラピー協会所
属

4 平成28年10月27日 料理 楽しいクッキング 石川　加奈子 女
和・洋・中・イタリアン・フレンチ、タイ料理
など可能

5 平成28年11月18日 生活
体感リズムを使って楽しく認知症予
防

寺澤　摩里子 女 ヤマハPMS、PMST認定講師

6 平成29年1月12日 趣味 社交ダンス 吉田　美智子 女
小学生から高齢者までわかりやすく学べ
る

7 平成29年2月28日 語学・教養 親子リトミック 渡辺　環 女
親子リトミック、パネルシアター、季節の
歌、手あそび、楽器あそびなど

8 平成29年5月2日 美容・健康 健康づくり（赤ちゃん～高齢者） 塩見　奈津子 女
赤ちゃん（Baby＆ママふれあい体
操）、キッズダンス、大人クラス（エ
アロビクス、ヨガ等）等

9 平成29年9月20日 美容・健康 笑いヨガ（ラフターヨガ） 山田　加代子 女
中高保健体育教員免許
ホームヘルパー2級所持

10 平成30年4月4日 語学・教養 大人のペン字教室 松浦　かおり 女
自宅で子どもの書道を教えています
楽しく長く続けられるように教えます

11 平成30年4月20日 語学・教養 俳画同好会 宮武　孝子 女

一筆で自然を素朴に表現するのが俳画
です
四季に合わせカリキュラムをもとに指導し
ます

12 平成30年5月11日 アート 絵画教室 上野　千代子 女
子どもから大人まで障害のある方も共に
描きたい対象を楽しんで描ける教室

13 平成30年11月19日 アート 中野絵画教室 中野　友加里 女
水彩画、油彩画を楽しく描く講座です
初心者の方でもOK

14 平成31年3月7日 趣味 ストールの巻き方 久志本　清代 女
ストール講座では、カンタンでオシャレな
巻き方を丁寧に教えています

15 令和元年7月8日 趣味 トランプ手品入門 荒川　隆 男
高齢者施設や子ども会などでマジック
ショーをやっています。

16 令和元年10月11日 アート 花とクラフトのコラボレーション サムウェルス　久枝 女
室内空間を飾るフローラル・アーティストと
して、オーストラリア、シドニーを中心に活
動

17 令和2年4月8日 アート 書道芸術（総合） 水谷　海越 男

・毎日展審査５回、会員賞選考委員１回、
中日展一科審及び大賞選考委員、県文
化連盟芸術展審査数回、日進市民美術
展、道風展等々の審査数回。
・独立展会員特別賞受賞、毎日書道展会
員賞受賞、道風展文部大臣賞受賞、日本
の書展招待出品作家、県立高校芸術科
元講師（29年間）、中部日本書道会理事、
毎日書道展審査会員、栄中日文化セン
ター講師、二源会会長。

18 令和2年6月19日 アート 木の実のリースとクラフト 井ノ下　由紀子 女

・トロッケンクランツ認定講師。
・木の実にひとつずつワイヤーをかけ巻き
つけながらリース状に編んだりスチロール
土台に挿しこんだりして形をつくります。
作品は良く飾って楽しめます。初心者にも
気軽に楽しめ幅広い世代に人気。１day
レッスンからどうですか。
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19 令和2年6月26日 美容・健康 からだと生活の10秒チャージ！ 大山　敦史 男

リハビリテーション専門職として15年
働いています。今回はたった10秒でで
きる身体のメンテナンス、姿勢や動
作、歩き、生活動作のワンポイントを
お伝えします。体や生活上のお悩み事
にもお応え致します。

20 令和3年4月15日 音楽 シニア向け鍵盤ハーモニカ講座 近藤　真琴 女

・小学校の音楽の授業で使われている
鍵盤ハーモニカ（以下ケンハモ）＝子
供の楽器というイメージがあります
が、近年、大人で楽しむ人も増え、ケ
ンハモをリハビリの道具として取り入
れている介護施設もあります。ケンハ
モを通して、呼吸器のトレーニング＆
音楽を楽しみませんか？お子様の使っ
ていたピアニカがあればお持ち下さ
い。
・SUZUKIケンハモ認定講師
・ケンハモ音楽呼吸法トレーナー

21 令和3年4月22日 生活 タイムマネジメント研修 石原　駿助 男

・仕事と生活（プライベート）の相乗
効果を高める「ワーク・ライフバラン
ス」の考え方について取り扱います。
タイムマネジメントに関するワーク
ショップを行ったり、受講者同士で対
話をしたりしながら、ワーク・ライフ
バランスの実現に向けて学びを深めて
いきます。
・教員経験７年、業務改善研修や働き
方改革セミナーにて講師経験あり。仕
事もプライベートもしっかり楽しむ素
敵な生き方を考えましょう。

22 令和3年6月28日 生活 相続関係 岡田　壮平 男

相続に関するあらゆる問題を個別相談
やセミナーで解決します。
司法書士、弁護士、税理士のチームで
活動しています。

23 令和3年11月10日 語学・教養 乙書幸座 杉浦　千保子 女
一般社団法人、日本乙書道場師範書き
順や書き方にとらわれず、自由に描く
心の書

24 令和4年1月14日 生活
相続対策と遺言書・終活プラン作
成の方法

後東　博 男 愛知県総合相続相談センター　所長

25 令和4年2月4日 生活 ビジョン　ケア　サロン 前田　節子 女

ビジョン（視覚）トレーニングとは、
「視る」力を鍛えるトレーニングで
す。
ビジョントレーニングで脳活しません
か

26 令和4年3月7日 音楽
～北欧ケルト音楽に触れてみる～
ティンホイッスル超入門

神野　仁志 男

アイルランド音楽でよく耳にする管楽
器「ティンホイッスル」。金属製の笛
で、全部で6つの指穴があり「リコー
ダー感覚」で比較的容易に音を出すこ
とが可能です。

27 令和4年4月1日 趣味 飛び出す絵本の制作 守山　均 男

飛び出す絵本の原理と表現の可能性を
把握し、手作りの絵本として冊子かし
たり、大切な人に贈るハートフルカー
ドやモービルなどへの応用を学んでい
きます。



28 令和4年5月23日 趣味 彩りの文字 久保　輝美 女

文字のイラストに「色えんぴつ」でお
好きな色を塗っていただきます。
何年も「ぬり絵」をしていない、お部
屋に「彩」を飾りたい、初めての方大
歓迎です。
初心者の方ばかりお相手させて頂いて
おりますのでご安心ください。

29 令和4年5月31日 趣味 糸かけアート 蓮池　美枝子 女

板に釘打ちをして、糸をかけて作品を
作ります。
選んだ糸の組み合わせにより、人それ
ぞれに違った作品が出来上がります。

30 令和4年7月7日 美容・健康 ベビーマッサージ 橋本　直子 女

首が座った子から、歩けるようになる
までのベビーとママに、親子の触れ合
いや、ママ同士のコミュニケーション
を大切にしてもらい、育児の不安や悩
みなどを少しでも軽くし、楽しみま
しょう。

31 令和4年7月7日 美容・健康 ヨガ 橋本　直子 女

運動不足解消・優しいヨガで心を軽
く。
キッズヨガでは子どもたちにヨガを
知ってもらうことから始め、深い呼
吸・音楽に合わせて体を動かす楽しみ
を知ってもらいます。

32 令和4年8月12日 趣味
リサイクルアート
八角形おりがみでツルを折る

山口　澄子 女
楽しくリラックスできるもの、わくわ
くすることを始めましょう。

33 令和4年11月15日 趣味 写真講座 藤掛　富夫 男
撮影の基本、上達のためのポイントを
分かり易く説明します。

34 令和4年11月30日 語学・教養 パーソナルカラー＆カラーセラピー 澤田　由実 女

なりたいご自身に近づくために内面と
外見からアプローチします。
色が変われば印象が変わり、心が変わ
り、人生が変わります。

35 令和4年12月9日 美容・健康 かんたんマッサージ 大石　秀樹 男
セルフケアや家族に対し、気軽にでき
るマッサージを覚えましょう。

36 令和5年1月16日 美容・健康 ベビーマッサージ教室 白子　千晴 女
親子のふれあいを通して、笑顔あふれ
る教室をめざしています。

37 令和5年1月25日 美容・健康 顔診断講座 高山　いずみ 女
「愛され美顔メソッド」という教本を
基にメイク教室、美姿勢ウオーキング
を指導します。

38 令和5年4月7日 美容・健康
鍵盤ハーモニカを使って脳トレし
ませんか

岩井　須美子 女
シニアの方に、鍵盤ハーモニカを使っ
て、脳トレしながら楽しく音楽を演奏
します。唱歌や童話を中心に。

39 令和5年4月11日 語学・教養
音訳・社会人の学び・講師養成講
座

磯野　正典 男
音声訳、リカレント・リスキングに関
する高齢者の学び直し、社会人講師の
養成など。


