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9

Septemnber
9-1

毎週火・水曜日
（予約制）
18時30分〜19時50分（2部）
月4回
無料

小学3年生〜大人の方

チケット10,000円

（2ヶ月有効4回分もあります）

FunFun Academy
宮原 祥予

書道家、書道講師

9月 4日（水）

9-2
ベビー親子教室

ふぁんふぁんアカデミー赤ちゃん学講師、ベビーマッサージセラピスト
生後2ヶ月

10時30分〜11時30分
6名
会員無料／一般500円
～12ヶ月
2,000円 持ち物：おくるみ又はバスタオルなど

振替可

発達に合わせた遊びや母子のふれ合い方で、脳への刺激も、心への刺激も、
たっぷり♡子どもの発達と母としての成長のサポート。たくさんの経験が
楽しめて、ママとたくさん愛の交換ができる愛着形成カリキュラムです！
赤ちゃんと楽しい時間を過ごしませんか？

持ち物：書道道具/ボールペン・筆ペン（教室内販売あり）

基礎を大切に美しい文字を講師歴35年の師範が指導。
毛筆や筆ペン・ボールペン、
ご希望のものを用いて学べる講座です。
なお、
お休みの際は振替も可能です。

9月 5日（木）

9-3

Natural Organic セミナー
板倉 なつよ

13時〜14時(1部） 14時30分〜15時30分(2部）

9月 7日（土）

9-4
ナチュラルフードコーディネーター

10時30分〜12時

10名

会員無料／一般500円

無料
「オーガニックとは？」の話から、
添加物の話など。
知っておくと生活に役立つ、
正しい知識を学び、
自由に質問できるセミナーです。
＊ビオ・マルシェの宅配協賛 お土産付き

9月 8日（日）

9-5
足育講座
Yukiko

〜大人向け〜

山本 理江

9月 10日（火）

〜「時間」を味方につけて美しいからだ作りをしよう〜

管理栄養士、㈲明治館

会員無料／一般500円

1,000円

お子様を含む
ご家族3名様まで

･飲み物

子どもの食育が重要なように、
足育もその後の人生を左右しかねない重要なことです。
普段使っていない筋
この講座では、
足趾の動きが活性化する
「フットプラス」を使って、
肉を収縮させるトレーニング体験を行います。
運動をされているお子様にも効果的と言
われています。
ファミリー
（親子）でご参加ください。
*WEB申込フォームに参加者数とお子様の年齢をご入力下さい。

9月 10日（火）

9-8
ラリエットと耳飾り
原

取締役

10時30分〜11時30分
8名
会員無料／一般500円

ピラティスインストラクター、インソールマイスター

3組／各部

足裏トラブル・O脚・むくみや疲れなど、
きっとあなただけではありません。
一緒に足
育してみませんか？？足趾の動きが活性化する
「フットプラス」
を使って、
普段使って
いない足の裏の筋肉を収縮させたりしますので、
刺激が入る場合があります。
※五本指靴下･フットプラスは販売もします。

大人の食育講座

〜ファミリー向け〜

13時30分〜14時15分(1部) 14時30分〜15時15分(2部) 持ち物：五本指靴下(販売有り）

10時30分〜11時15分(1部) 11時30分〜12時15分(2部) 持ち物：五本指
靴下･飲み物
8名／各部
500円
会員無料／一般500円

9-7

足育講座
Yukiko

ピラティスインストラクター、インソールマイスター

9月 8日（日）

9-6

早織

〜水晶と淡水パール〜

LANKAGRACE認定講師 ジュエルDeKoReインストラクター

10 時30分〜12時30分 持ち物：普段お使いの眼鏡やルーペ（必要であれば）
3,200円(2種セット）
6名
会員無料／一般500円

500円 持ち物：筆記用具

「体内時計」ってご存知ですか？ これに合わせてどのタイミングで食事をしたり、
運動したりすればよいか分かれば痩せやすくなったり、
疲れにくくなったりします。
是非、
体内時計を知って美しく・健康的なからだ作りをしましょう。
＊試食付き

天然石の美しさが引き立つシンプルなデザインですので、
コーディネートを選びま
せん。
ちょっとしたコツを知って、
壊れにくいハンドメイドアクセサリーづくりを
学べます。
長さ約60㎝
（水晶:1㎝四方のキューブ型・淡水パール:約7㎜）

9月 11日（水） 9-10

9-9

9月 11日（水）

お月見のフラワーアレンジメント
河合 由恵

星ヶ丘駅徒歩2分、フィジカルバランスラボ院長

持ち物：ヨガマット又はバスタオル・飲み物

3,800円

持ち物：①花きりハサミ
（又はキッチンハサミ）ない場合はレンタルあり
②直径20cm位の平皿（丸・四角・楕円など）

。

※動きやすい服装でお越しください。

Ｙｕｅフラワーデザイン教室主宰、
フラワーデザイン講師歴22年、東海テレビスイッチ出演

10 時30分〜12時30分
8名
会員無料／一般500円

９月１３日は中秋の名月です。
満月をイメージしたフラワーアレンジメントを
マム
（菊）で作ります！

9月11日（水） 9-12

9-11

ワイヤーチョーカー・ブレスレット(2ウェイ)

愛ʼ己書ʼ道場

Misa

9月12日（木）

ワイヤージュエリー作家

10 時30分〜12時30分
8名

6名

※筆ペンは講師が用意しております。

9月12日（木）

9-13
知って納得！食品添加物
鳥沢 泰弘

〜食の安全について考えよう〜

株式会社 創健社 営業本部課長 加工食品診断士

10時30分〜12時30分

14名

会員無料／一般500円

2,000円

かぎ針を使ってチョーカーにも2連ブレスレットにも使える2ウェイの
アクセサリーを作ります。10色の中からお好きな色のクリスタルビーズを
選んでいただけます。
Misa jewelry 初のかぎ針編みの登場です。
意外に簡単にできますよ。

無料

500円 持ち物：筆記用具

日本は現在、
1,400種類を超える食品添加物が認可される添加物大国。
実際にどのよ
うに 使われ、
どのように作用しているのでしょう？デモンストレーションや試飲
をして頂きながら、
食品添加物の作用や目的につい てわかりやすくお話します。
＊星が丘テラス ザ・キッチン内「るるビオ・エピスリー」の500円の商品券付き。

9 -14
足育講座
Yukiko

〜大人向け〜

9月 12日（木）

ピラティスインストラクター、インソールマイスター

13時30分〜14時15分(1部) 14時30分〜15時15分(2部) 持ち物：五本指
靴下･飲み物
8名／各部
500円
会員無料／一般500円

足裏トラブル・O脚・むくみや疲れなど、
きっとあなただけではありません。
一緒に足
育してみませんか？？足趾の動きが活性化する
「フットプラス」
を使って、
普段使って
いない足の裏の筋肉を収縮させたりしますので、
刺激が入る場合があります。
※五本指靴下･フットプラスは販売もします。
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9月 13日・27日（金） 9-16 ザ・キッチン内休憩スペース

9-15

9月 17日（火）

醤油麹の美味しい使い方
早川 友子

合同会社DEAR FRIENDS 代表、TOMO CAFF̀E×DELI オーナー(ザ・キッチン内）

10時30分〜11時15分

12 時30分

6名

1,000円 持ち物：筆記用具

無料

醤油麹は、米麹を醤油に漬けて熟成・発酵させた調味料です。茹でた野菜や煮物に少量加
えるだけで味がしっかりと付き、香ばしい香りが立つのが特徴です。醤油麹は、身体にい
いとは聞くけれども、活用方法がわからないという方にも分かりやすく、効果やオススメ
の使い方をお伝えします。＊オリジナル醤油麹 丸ごと1瓶のお土産付き。
会場：星が丘テラス ザ・キッチン内休憩スペース（久遠チョコレート前）

9-17
誰でも綺麗な姿勢になれるかんたん体操

9月 17日（火）

9-18
デトックス美習慣ヨガ
RURI

9月 18日（水）

〜痩せやすいボディへ〜

単身ニューヨークに渡りヨガトレーナーへ、
プロゴルフ選手のコンディションも担当する

10時30分〜11時30分
6名

2,000円
5名
会員無料／一般500円
持ち物：ヨガマット又はタオル、汗拭きタオル、飲み物

健康的な美しいスタイル、
コンディションを保つ秘訣をヨガレッスンと解説を交
えてお伝えします。
ハードな筋トレとは違い初心者向けのヨガ講座です。
動きやすい服装でお越しください。

9月 19日（木）

9-19

ジュエリーバッグ
浅野 瑞穂子

10時15分〜11時15分(1部）11時45分〜12時45分(2部）

9月 19日（木）・10月 17日（木）

9-20
〜2回シリーズ〜

AJBジュエリーバッグ®協会認定校
Chez Mirurii〜シェ ミルリィ

10時30分〜13時(各日）
4名
会員無料／一般500円

12,000円（2回分）

ネットにテープを通して作るジュエリーバッグ。
2回講座
（宿題有）。
お色はラベンダー、
ブルー(画像)、黒、白、ベージュ、赤、
レモンイエローよりお選び頂きWEB申込フォー
ム「その他」に入力して下さい。
都合の合わない方は、
講師と相談の上、
個別に対応致
します。
サイズ24×19×10㎝。
＊ショルダーストラップは別売り1,500円〜

9-21
おはなし会LuLu

〜絵本で楽しい親子時間〜

9月21日（土）

主催：おはなし会LuLu
3〜5歳位のお子様と保護者

主催：おはなし会LuLu

無料

8組 3〜5歳位のお子様と保護者

無料

9-23
清水 澄子

〜カシェロングネックレス〜

9月 25日（水）

山崎 泰子

6,500円

8名

9月 26日（木）

竹内 えり

日本キルンアート協会ポーセラーツインストラクター

6名

会員無料／一般500円

2,500円(別途送料）

白磁に転写紙
（絵柄シート）を貼っていきますので、
絵に自信のない方でも
簡単に本格的な作品が作れます！
作品は講師が800度で焼成し、
後日ご自宅に配送でお届けとなります。
追加は1,500円/個にて承ります。

3,500円

9月 26日（木）

〜Amabile(ｱﾏｰﾋﾞﾚ）〜

音楽講師、ソプラノ歌手

13時30分〜14時30分

500円

会員無料／一般500円

8名

Cantiamo(ｶﾝﾃｨｱｰﾓ)とは、
イタリア語で一緒に歌いましょうという意味です。
星が丘
テラスのストリートピアノで、
季節を存分に感じながら、
気持ちよく歌いませんか？
楽譜が読めなくたって、
大丈夫！小さなお子さんと一緒に、
またお買い物の合間に
ぜひお立ち寄りください！※ストリートピアノはウエスト1Fのトレック前にあります。

救命講習として、成人・小児の心肺蘇生法、AEDの使い方、異物除去の方法を
学びます。
実際に体験していただきますので、動きやすい服装でご参加ください。

10 時30分〜12時

会員無料／一般500円

9-26
Cantiamo(ｶﾝﾃｨｱｰﾓ)
高田 摩利

愛知医科大学看護学部臨床実践看護学講師

〜フラワーカップアンドソーサー〜

国家資格フラワー装飾技能士１級、公益社団法人
日本フラワーデザイナー協会 本部講師

秋いっぱいの籠
（かご）のアレンジメントを作りましょう。
プリザーブドフラワー
を使った、
秋いっぱいの籠のアレンジメントで、
お部屋をおしゃれに演出します。
ハロウィーンアレンジメントにも早変わりするアイテム付きで2通り楽しめます。

10時30分〜11時30分 持ち物：筆記用具
無料
8名
無料

9-27
ポーセラーツ

9月 26日（木）

9-24
秋の“実もの”たっぷりあふれる籠
10 時30分〜12時

淡水パールと天然さざれ石を使い、
モダンなネックレスを作ります。 カシェと
は、
留め具をどの位置でも留められるので、
様々な洋服のデザインにも合わせら
れる人気のデザインです。
さざれ石は豊富なカラーより選べ、
イヤリング又はピ
アスのセットで作ります。
ネックレスの長さ60㎝ ※ドリンク付き

9-25
救命講習（心肺蘇生法・AED講習会）
愛知医科大学看護学部「健康と看護の教室」

500円／1組

無料

絵本から抜け出したような「ぞうのエルマー」を スタンピングを楽しみながら
親子で作りましょう♫フレームは、
ミラーかカレンダーのどちらかを選んぶこと
ができます。
シンプルだけど映える作品になること間違いなしです！＊A4サイズ
＊WEB申込フォームの
『その他』にお子様のお名前と年齢をご入力ください。

(財)日本余暇文化振興会ワイヤーレースジュエリー
モードジュエリーメイキング認定講師

10時30分〜12時30分
10名
会員無料／一般500円

黒澤 昌洋

9月21日（土）

〜絵本で楽しい親子時間〜

15時〜16時

絵本のテーマは
「ゾウ」 なが〜い鼻が大活躍するお話や、
ゾウの優しさに触
れるお話、
持っていくとガイドになりそうな絵本など盛りだくさん！絵本で
見て、
本物を見て、
それからまた絵本を見て・・・動物園に行く楽しみが倍増する
こと間違いなしのおはなし会です♬

天然淡水パール

9-22
おはなし会LuLu

9月 27日（金）

9-28
初心者からの水墨画教室
増田 好江

水墨画・日本画

〜樣の美出店 寺本商店主催〜

9月 28日（土）

講師歴20年

10 時30分〜12時30分(1部） 13時30分〜15時30分(2部）
3,500円 持ち物：手拭き（ウエットティッシュ等）
5名／各部
無料
水墨画は墨で描くとおもわれがちですが、この教室では顔彩で色彩をだし
花・蝶・昆虫・鳥などを描きます。今回のお題は、
「雀」です。ちょっと難しいですが
丁寧にお教えしますのでお気軽にお越し下さい。

ウェブ予約サイト:http//select-type.com/p/hoshicom/

24時間

〈担当者不在時はつながらないことが
ございます。〉

