
2020.3 SCHEDULE
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やっておきたい生前準備・税法改正について
13：30～15：00

ハーブ教室
10：00～11：30

ハーブ教室
10：00～11：30

ビーズ刺繍教室
10：00～12：00

ビーズ刺繍教室
10：00～12：00

クラフトテープ教室（全3回）
14：00～16：00

笑いヨガ教室
11：00～11：45

クラフトテープ教室（全3回）
14：00～16：00

クラフトテープ教室（全3回）
10：00～12：00

ピアノ教室
13：00～14：00

ハンドメイドアクセサリー教室
13：00～14：00

韓国語教室
19：00～21：00

パワーストーン教室
15：00～16：00

ピアノ教室
15：00～16：00

経験者向け 社交ダンス
10：00～12：00

笑いヨガ教室
11：00～11：45

パワーストーン教室
15：00～16：00

ピアノ教室
13：00～14：00

ファブリックペイント教室
10：00～12：00

簡易写真講座 13：00～14：30

笑いヨガ教室 11：00～11：45

カラオケ教室 19：00～21：00

陶芸教室 10：00～12：00

初心者向け 社交ダンス 10：00～12：00

英会話教室 10：30～12：00

アロマ教室 13：00～14：30

お香調合教室 17：00～19：00

初心者向け 社交ダンス 10：00～12：00

陶芸教室 10：00～12：00

陶芸教室 13：00～15：00

書道教室 16：00～18：00

ポーセラーツ教室 10：00～12：00

笑いヨガ教室 11：00～11：45

カラオケ教室 19：00～21：00

簡易写真講座 13：00～14：30

ファブリックペイント教室 10：00～12：00

ハンドメイドアクセサリー教室 13：00～14：00

韓国語教室 19：00～21：00

ピアノ教室 15：00～16：00

初心者向け 社交ダンス 10：00～12：00

書道教室 16：00～18：00

陶芸教室 13：00～15：00

押し花教室 10：00～12：00

カラオケ教室 19：00～21：00

難しくないワイン教室 13：00～14：00

笑いヨガ教室 11：00～11：45

お香調合教室 10：00～12：00

アロマ教室 19：30～21：00

英会話教室 13：00～14：30

フラワーリース教室 10：30～12：00

経験者向け 社交ダンス 10：00～12：00

カラオケ教室 19：00～21：00

難しくないワイン教室 13：00～14：00

笑いヨガ教室 11：00～11：45

お香調合教室 10：00～12：00

アクセサリーメイキング
～ビーズ・マクラメ・シルバーアクセサリー～

14：00～16：00
アクセサリーメイキング

～ビーズ・マクラメ・シルバーアクセサリー～
16：00～18：00

アロマ教室
13：00～14：30

英会話教室
10：30～12：00

お香調合教室
18：00～20：00

英会話教室
13：00～14：30

経験者向け 社交ダンス
10：00～12：00

アロマ教室
19：30～21：00

A3/2 つ折り（おもて）



カルチャースクールの注意事項 カルチャーのプログラムを受講するには、予約が必要です。くわしくは下記の予約方法をご覧いただくか、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

■グランクラブ高崎（受付時間／10：00～18：00）

ホームページのメニュー『ログイン』ボタンを
クリックし、会員番号・パスワードを入力後、
ご希望の講座をご予約ください。
※初回パスワードを発行致しますので3Fフロントまでお越し下さい。

https://gran-club.com/

ビーズ刺繍教室 予約
前日まで定員15名

特殊な染料で布に色合いをつけま
す。オリジナルのハンカチやTシャ
ツを作りませんか。
　■材料費／500円（税込）
■準備するもの／Tシャツ
■講師／小林 真理子

ファブリックペイント教室 予約
前日まで定員10名

お香調合教室 予約
前日まで定員15名

想像力を働かせ、作り上げる楽し
さを感じて自分で作った湯呑やお
皿で食事をしてみませんか。
　■材料費・焼成代／1作品 1,500円（税込）
■準備するもの／エプロン
■講師／水野 正子

陶芸教室 予約
前日まで定員15名 アロマ教室 予約

前日まで定員15名

クラフトテープ教室（全3回） 予約
前日まで定員15名

ストラップ・ブレスレット・サンキャッ
チャ－等、作りたいアクセサリ－を作
れます。リメイク・修理も出来ます。
　■材料費／500円（税込）
■準備するもの／なし
■講師／竹渕 久美子

布にビ－ズの刺繍を施していきま
す。綺麗なブロ－チや飾りボタンを
一緒に作りませんか。
　■材料費／1作品 500円（税込）～
■準備するもの／なし
■講師／岡野 洋子

白壇・丁子・龍脳・木香など、日本に
古くから伝わる香原料や調合を学
び、和の香りを楽しむ教室です。
　■材料費／1,500円（税込）
■準備するもの／筆記用具
■講師／関根 真理

再生紙を利用したリボンテ－プで
バックや小物入れを作りましょう。
プレゼントに最適です。
　■材料費／1作品 1,000円（税込）
■準備するもの／なし
■講師／高間 房子

ハンドメイドアクセサリー教室 予約
前日まで定員15名

ワイン2種類を試飲しながら楽しみ
ましょう。20分座学、20分テイスティ
ング、10分Q&Aの構成となります。
　■材料費／500円（税込）
■準備するもの／筆記用具
■講師／久保 晋幹

難しくない ワイン教室

簡単 写真講座

予約
前日まで定員15名

笑いは免疫力を高めます。たくさん
笑ってストレス発散、免疫力UP!
　■材料費／なし
■準備するもの／
　動きやすい格好、水
■講師／杉山 佳代子

笑いヨガ教室 予約
前日まで定員15名

初心者から丁寧に指導します。ピ
アノが初めての方でも気軽に楽し
めます。
　■材料費／なし
■準備するもの／筆記用具
■講師／竹渕 久美子

初心者向けの楽しい ピアノ教室 予約
前日まで定員12名

歌が上手くなりたい方、基礎から学
びたい方、上達のコツを教えます。み
んなで楽しく歌を唄い・学びましょう。
　■材料費／なし
■準備するもの／なし
■講師／浅見 茂

カラオケ教室 予約
前日まで定員12名

音楽に合わせてみんなで楽しく踊
りましょう。姿勢も良くなる全身運
動で、健康になります。
　■材料費／なし
■準備するもの／なし
■講師／田村 幸雄

初心者向け/経験者向け 社交ダンス 予約
前日まで定員20名

カメラ・スマホを手に取って上手
に写真を撮りましょう。撮影、レク
チャ－の2部構成となります。
　■材料費／なし（外出時別途）
■準備するもの／カメラまたはスマホ
■講師／須藤 祟

予約
前日まで定員12名 書道教室

－楽しめる書・飾れる書－
基本から、インテリアになる書道
まで色々学べます。
　■お手本代／1回100円（税込）
■準備するもの／書道道具、半紙
■講師／勅使川原 里雪

予約
前日まで定員15名

やっておきたい生前準備・
税法改正について

年間相談件数3,000件以上［争いを防ぎ、人と人をつな
ぐ］士業のワンストップサービスの提供、株式会社
back50みんなの相談窓口、行政書士法人F&Partners
　■材料費／なし
■用意するもの／筆記用具
■講師／岩永 哲雄

予約
前日まで定員16名

日本に一番近い外国、韓国の言葉
を楽しく習ってみませんか。

　■材料費／なし
■準備するもの／筆記用具
■講師／清水 恵

白磁をカタログから選んで頂き、
転写紙で絵付けをし食器・インテ
リア等を作成致します。
　■材料費／1,000円（税込）
■準備するもの／はさみ、ティッシュペーパー
■講師／歌代 順子

自然の綺麗な色をそのままに、お気に入り
のお花を押し花で残してみませんか。（は
がきフレームとしおりの作成となります。）
　■材料費／1,000円（税込）
■準備するもの／はさみ、ピンセット
■講師／歌代 順子

初心者の方でも、わかりやすく楽し
んで頂ける新技法を使ったアクセ
サリー・小物作りです。
　■材料費／1,500円（税込）～
■準備するもの／なし
■講師／木崎 由美

スプレ－・クリ－ム・入浴剤等を自
分の手で作り豊かな香りのある生
活を送ってみませんか。
　■材料費／500円（税込）
■準備するもの／筆記用具
■講師／赤江 実枝子

韓国語教室 予約
前日まで定員12名

押し花教室 1週間前
まで定員15名 ポーセラーツ教室 1週間前

まで定員15名 アクセサリーメイキング
～ビーズ・マクラメ・シルバーアクセサリー～

予約
前日まで定員15名

健康と美容に役立つハーブを取り入れた生
活をしてみませんか？ハーブティー、石鹸作り
など一緒に楽しみながら学んでいきましょう。
　■材料費／500円（税込）～
■準備するもの／筆記用具・エプロン
■講師／浅利 忠行

ハーブ教室 予約
前日まで定員15名

パワ－スト－ンについての知識を色々学べます。そ
れぞれの石の意味や効果・浄化法等をお伝えして
まいります。※物作りの教室ではございません。
　■材料費／なし
■準備するもの／筆記用具
■講師／竹渕 久美子

パワーストーン教室 予約
前日まで定員15名

フラワーリース教室 予約
前日まで定員15名

明るい色合いのフラワ－リ－スを
作り、春先のお部屋に飾ってみま
せんか。
　■材料費／1作品 1,500円（税込）
■準備するもの／なし
■講師／中野 睦美

外国人の講師の方々と英会話を
楽しみませんか。
　■材料費／なし ■準備するもの／筆記用具
■講師／
イアン（ニュージーランド・男性）第1・3木曜
ハイディ－（カナダ・女性）第2・4月曜

英会話教室 予約
前日まで定員12名

もの作り教室

カルチャーエリア体験教室

卓球ルーム

学びの教室

カラオケルーム

※回数表記の無いレッスンは、1回で完結する内容になっております。

A3/2 つ折り（中面）


