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① 曜日・時間は相談の上、決定します。

入会金なし／月6,000円～

②『ピアノが弾けたら…』と思ったことのある方。

『ピアノを習いたい』と言い始めた小さなお友達。

『今からでも遅くないかしら』という大人の方。

そして、少しでも長く続けたいあなた。

それぞれに合ったレッスンで基本的な楽譜の 

読み方 、テクニックを

身につけ、音楽との楽し

いお付き合い、始めませ

んか。

みきピアノ教室
澤坂美貴／富岡宅（三好丘3・ベル幼稚園すぐ西側）

℡〈0561〉36-3065

学　び

①【バレエ】月3回／4,000円 【ピアノ】月３回／6,000円

【管弦打楽器】月３回／6,000円～8,000円（グループ可）

【オカリナ】月２回／4,000円

【ハワイアンフラ】月２回／3,100円

②1回500円の「ワンコインクラブ（友の会主催）」は　

９クラブあります。■コーラス  ■ハワイアンフラ

■かんたんピアノ ■オカリナ ■筝 ■手芸

■ストレッチ&発声 ■歌声喫茶 ■ペン習字

◎１カ月体験レッスン 

（有料）も有ります。
レベルの違いによる

受講料の変動はあり

ません。

メール　 m-arts@hm7.aitai.ne. jp

三井アーツ文化教室＆ワンコインクラブ　
三井アーツ＆三井アーツ友の会／三井アーツ（あおば1）

℡〈0561〉36-6323

学　び

① 月・火・木・金の　〈1〉午後4:00～　〈２〉4:30～

〈３〉5:00～　〈４〉5:30～の各時間帯で約１時間

【年長】2,500円【小学生以上】3,500円

検定・資格取得可。年４回コンクール参加

※空き状況については、

お問合せ下さい。

② えんぴつ専門の書写教室です。

「きれいな字は一生の財産 」

です。そんなお手伝いをします。

みんなで楽しく、時には厳しく

切磋琢磨しながら学びましょう！

美文字スクール POCO A POCO

家原恵／家原宅（三好丘8）

℡090-6737-5615

学　び

①・毎週火曜日〈三好丘旭集会所〉  午前10:30 ～11:30

・毎月第1木曜日〈 同　〉 午前11:00 ～12:00

・毎月第2,3,4,5木曜日〈 同　〉午前10:30 ～1１:30

★入会金なし。１回500円

◎ みよし情報ファイルをご覧になり申込みされる方は、

“初回体験無料”。お電話若しくはメールで体験希望日

をご連絡下さい。
② 肩こり、腰痛、なんとなく

不調を感じる…、などすっきり

しない毎日を送っていません

か？  かんたんなストレッチで

姿勢を整えながら、サイズダウ　

ンや痛みの緩和を体験して みて下さい。
◎お子様連れの方や運動が久し振りの方も歓迎です。

Eメール　  sa.uzd13‐nk66‐hs@ezweb.ne. jp

ボディメイクストレッチLOVE BODY
熊谷喜衣（くまたに のぶえ）／三好丘旭集会所・三好丘集会所

℡090-4162-9693

運動・健康

① 日時は相談の上、決定します。

１回１時間1,000円を基本に、回数・時間は

ご希望に応じます。

② 10年間、ベネッセの小論文添削指導に携わり、個人

指導の経験が豊富です。東海地区の有名私立大学

推薦入試、合格実績多数。

「推薦入試の志望理由書、小論文」

「国立大学二次試験対策」

「就活生エントリーシート」

などの指導を行います。

お気軽にお問合せ下さい。

小論文・志望理由書、エントリーシート個人指導
江田法子（こうだのりこ）／江田宅（三好丘５）

℡〈0561〉36-0099

①個人やお知り合いの少人数グループで、食卓文化、マ

ナー、歴史、美術史、スイーツやパーティ学など、ご要

望に合わせてプログラム、日時を決めることが出来ます。

１レッスン、お一人5,000円～10,000円（材料費別途）。 　

初回に事務手続料2,000円要。

② 落ち着いた空間で、優雅に贅沢に学びます。

40年近く欧米日で学び、実践指導。本物は品格があり

ます。 原則、当スクールや外部での受講経験者または

そのご紹介の方を優先させて

いただきます。

まずはショートメール又は

下記メールあてお問合せ

下さい。

ＣＮ（食卓芸術・文化）
西脇千賀子／サロンスクールCN（黒笹1）

℡090-1092-5296

学　び

★おとなのためのピアノ教室です。
① 教材、スケジュールなどを自由に選べるプライベートレッ

スン。レッスン前後にヨガなどを少し行い、身体と心を整

えます。入会金なし／チケット制（1レッスン1,500円～）

② 何かを始めるのに、年齢は関係ありません。

ピアノが初めての方、久しぶりの方もぜひどうぞ。 

音楽“ピアノの音色”は

心とカラダを癒してくれ

ます。音楽とふれあい、

自分と向き合い、より心豊

かに毎日を過ごせたら

素敵ですね。

★体験レッスン、お問合せ はこちらまで。

メール　 pianonaoko67@gmail.com

♪ Ｐｉａｎｏ　Ｓａｌｏｎ ♪
つぼいなおこ／壺井宅（ひばり2）

℡090-3456-7050

学　び

① 予約制（月・水・木・土で調整）

入会金なし。講習料…１回２時間30分・2,000円  
（途中、ティータイム有り）

② カルトナージュとは、カットした厚紙を組み立て、布や紙を

貼って箱などを作る、フランス生まれの伝統工芸です。

当教室では、箱以外にインテリア雑貨やステーショ

ナリー、バッグなど、身近で使える実用品を中心に

作ります。「作りたいものを楽しく

作る」がコンセプト。

体験レッスンやデイプロマ取得

コースもあります。

◎当あとりえは、英国式カルトナージュの

クラフトDECO協会認定校です。

ＨＰ ciel-blue7.amebaownd.com/

あとりえCiel*Bleu
木村裕久子／木村宅（旭1）

℡〈0561〉36-3727

学　び

① 英語にご興味をお持ちの新小学１年生と２年生対象

週1回50分／年間44回

入会金なし／月5,000円

曜日・時間は、お問合せ下さい。

② 小学生から高校生、大学生、社会人まで幅広くレッスンを

実施して11年。経験豊富な英検１級講師が楽しいレッスン

を提供します。特に英検、GTEC、IELTS、TOEIC対策の　

実績多数。小学生で学び始めて、長く通って頂けます。

◎ 講師はカリフォルニア大学

に留学経験があり、元AEON

講師です。

★お電話か下記メールあて

気軽にお問合せ下さい。

安藤英語教室
安藤亜紀／安藤宅（黒笹１丁目）

℡090-8955-2329

学　び

① 学習進度などをカウンセリング後、ご希望に合わ　

せて日程調整します。入塾金なし。

30分…2,000円/45分…3,000円/60分…4,000円

◎無料体験学習出来ます。

② 勉強が苦手なお子さんに、つまづいた学年まで

遡って基礎からサポートします。軽度発達障がい、

不登校のお子さんも、進学しています。

既卒者の方の学び直しや不安を抱

えていらっしゃる親御さんの

「相談のみ」でもＯＫです。

★教室で子どもたちの学習の様子を

見守ってくれる「千萬（ちま）」→

マンツーマン学習サポート塾 ひまわりラボ
深谷麻紀子／深谷宅（三好町天王。出張可）

℡090-4865-3569

学　び

① 月３回・金曜日、土曜日のいずれか。

午前10時～12時／午後２時～４時

ご都合の悪い場合は、曜日・時間については

相談に応じます。

入会金なし／月4,500円（抹茶、菓子、水屋料含む）

② 季節の道具・花・和菓子を楽しみながら、おもてなし

の心と和の文化を学んでみませんか。

市民茶会など、各種茶会

参加。初釜など時に応じ

て茶事の稽古、入門から

講師資格取得まで、ご希

望に沿って指導致し

ます。

裏千家茶道
白石ますみ（宗益）／白石宅（ひばりケ丘2）

℡〈0561〉36-6765

学　び

「趣味」 学び（伝統・文化）→

2019年３～４月版

フランス生まれの伝統工芸
カルトナージュの教室

ポ コ ・ ア ・ ポ コ

① 毎月第1、第3金曜日　午前10:00～11:00

入会金なし／月2,000円（お試し１回1,000円）

◎４月22日（月）体験会有り（要予約・高嶺公民館）

② リンパマッサージを取り入れ、アロマの香りの中

行います。心とからだをリフレッシュ、リラックス

させ、ハッピーになりましょう。 初心者の方、年配

の方、“身体が固いな”と感じられる方など、

“リラックスメイン”なので大丈夫。

ヨガ公認インストラクターが

指導致します。

メール
that820@softbank.ne.jp

★５月から高嶺公民館でも始めます。

毎週月曜  午前10時～11時

feeling yoga ～やさしいヨガ～
原田妙実／名古屋トヨペット三好店（莇生町）・高嶺公民館

℡090-9189-0601

運動・健康

① 月１～2回、月曜日　午前10:00～12:00

入会金なし。参加費 2,000円

（初回、筆ペン１本プレゼント）

②「己書（おのれしょ）」とは、筆ペン

を使い、型にとらわれず自由に

のびのびと“書を絵のように”

仕上げる温もりのある作品作り

です。

初めての方でも、手描きならではの味わい深い作品が

出来ます。

“己書”であなたらしさを表現してみませんか。

お気軽にご参加、お問合せ下さい。

メール one_dream10@yahoo.co. jp

己書（おのれしょ）環愛道場
大野環愛／野村三好丘ヒルズＣ＆Ｓセンター

℡080-7701-1098

学　び 学　び

① 曜日・時間は各自相談の上、決定します。

入会金なし　【ピアノ】月6,０00円～

【声　楽】１レッスン/40分・3,000円～
（声楽は、グループレッスンも可能です。）

② ピアノレッスンの中にソルフェージュを取り入れ、

音楽の楽しさを感じていただける指導を心がけて

います。声楽も、幼児から大人の方まで歌いたい

曲を中心に発声から表現

まで、ていねいに指導

いたします。

☆合唱（コール三好丘・緑フラ

ウエンコール・コール保見）

指揮者（指導者）、

★名古屋二期会会員

津田音楽・声楽教室
津田文子／津田宅（三好丘４）

℡090-1831-6358

学　び

① 〈月曜～金曜〉午前11:00～午後9:00

〈土曜〉午前11:00～午後4:00
●子どもグループレッスン　…月謝制 7,560円～      
●帰国子女グループレッスン…月謝制 7,560円～
●大人英会話／TOEICクラス／海外赴任準備クラス

…それぞれチケット制　１回2,700円～
●Lily’s Puppy Class …月謝制 9,720円
●高校生会話と文法クラス…月謝制 9,720円

②１歳から大人まで「英語を話したい人」のためのスクール。

話す訓練重視のレッスンでアメリカ人講師と

日本人講師が丁寧に教える、19年の実績ある
カリキュラムです。◎無料体験レッスン受付中！

当スクールは英検、TOEIC試験会場です。

Ｌｉｌｙ’ｓＥｎｇｌｉｓｈ Ｓｃｈｏｏｌ
㈲リリーズ小川由鯉／リリーズ（三好ケ丘駅すぐ北側）

℡〈0561〉35-5733

学　び

メール yuri@lilys-english.com

① 月２回　第２・第４水曜日　午後1:30～3:30

活動費…変動しますので、お問合せ下さい。

② 発足２年目のハンドベル自主グループです。

講師の指導のもと、年１回の発表会を目標に、

メンバーが力を合わせ、曲を仕上げていきます。

ハンドベルの“輝く音色”を楽しんでみませんか。

ただいま、メンバー数名募集中。

初めての方大歓迎です。

いつでも、見学・体験

出来ます。

お気軽にお問合せ下さ

い。

ベル・クインテ
岩永紀子／カリヨンハウス内

℡090-4212-8577

趣　味

運動・健康→

学び（スキルアップ・英語・音楽）→

みよし情報ファイル
３月号に続いて、習い事情報などの特集です。ファイルの内容は、①活動日時・

回数、参加費・受講料など　 ②活動の特徴・ＰＲ事項、の順です。
詳しくは主催者（代表者）にお問い合わせ下さい。この内容は、長谷川新聞店のHP

「地域情報」でも、４月下旬ごろにアップされます。情報ファイルの掲載月は、年２
回、春（３～４月）と秋（９～10月）です。掲載料は営利、非営利問わず１枠3,500円です。　

次回掲載希望者は、７月ごろ編集部（直通℡〈0561〉36-4344）へお問合せ下さい。

メール  nishiwakif@aol.com

雑貨・喫茶　ねこのて内 STUDIO NEXT
℡36-0280／月・火定休／11時～18時／黒笹町

パートナー

店内に見本有ります。計測やデザインなどの

相談は、原則、土・日対応となります。事前に

ご連絡下さい。製作には２カ月程要します。

最良の靴と歩んでみませんか！

やはりフィット感が欲しい…

営業の最前線で頑張れる靴があれば…
成人祝いや入社祝いに贈れないかしら…

オーダーシューズ

メール aaenglishfun@gmail.com 二期会の舞台に出演。中央・津田

オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

４月

15(月)16(火)17(水)

の３日間限り

じゃぁ、いくわよ！

夢たまご

★たまご 通常500円→450円

★鶏肉全品 15％OFF

★ポイント２倍
◎300円以上お買い上げに付き、サイコロ

ゲーム有り。そのゲームで、さらに卵と

お買物券をゲットしよう！（無くなり次第終了）

１㎏（15個）500円。１ｋｇにつき４個のおまけ

ママ、サイコロゲームしよう～

お
客
様
感
謝
デ
ー

お
得
が
い
っ
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い
！

㈱夢たまご
℡(0561) 32-1347 三好町八和田山7-5

●直売場は、トヨタ自動車明知工場すぐ西側

営業時間 10:00～17:00

【ご予約優先】℡（0561）36-2656
定 休 日：日曜・月曜
営業時間 ： 9:00～18:00（金・土は20:00まで）

三好丘緑5-3-3

www.v-orange-heart-beba.com/

美容室

ＯＲＡＮＧＥ．ＨＥＡＲＴ
おれんじ．はーと

◎パートさん（美容師）募集中！
お気軽にお問合せ下さい。

あなただけの

トータルプライベートサロン！
完全予約制

（中学生以上対象サロン）


