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ケンタッキー
フライドチキン
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ほっともっと
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□第一ドライ
□ダスキン

国道2号線
バイパス

至下松

□周南市総合スポーツセンター□周南市総合スポーツセンター

◎徳山大学
　徳山駅よりバス20分、
　「徳山高専」行きで「大学前」下車
　「久米温泉口」行きで「大学高専下」下車

〒745-8566　周南市学園台 ◎徳山大学
総合グラウンド・第2記念会館

☎（0834）２８－５５６６お申し込みは

ヘルシーカレッジ とくやま
徳山大学地域共創センター （Tokuyama University Regional Co-creation Center）

きょうそう ティー ユー アール シー シー

https://www.tokuyama-u.ac.jp/local/local-prgm/healthy-college/

●受講申し込み
　4月13日㈫午前９時から先着順で受け付けます。直
接窓口又は電話でお申し込みください。なお、定員に達
した講座はキャンセル待ち受付となります。

●講座によっては、教材費、材料費等を別途いただくこ
とがあります。

　受講料の払い込みは、全額前払いとしています。

●受講料の返金について、開講前の退会は、全額をお
返しします。途中退会の場合は、受付にお申し出さ

ヘルシーカレッジ とくやま 検  索

（月-金） 9：00～19：30
　　　　 お昼休み（11：30～12：30）
（土） 　 9：00～12：30　

受付時間
（開講期間中）

れた日の翌日以降の残りの回数分の半額をお返しし
ます。なお、スポーツ保険等は各自でご加入ください。
●受講申し込み数が10名以下の講座は、とりやめるこ
とがあります。
●講座の見学・体験は随時受け付けています。（要事前予約）
●悪天候時等の開講については、ホームページをご覧
になるか、事務局までお問合せください。
●運営側の事情により、講師・日程が変更されることが
ありますので、予めご了承ください。
●定員に余裕のある講座に関しては、途中入会が可能
なものもございます。まずは、お問合せ下さい。
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受講生募集

受付
開始 4月13日火 ９:００より
受付時間

4月▶▶7月令和３（2021）年度 期前

入会金

不要
見学無料
要予約

駐車場
完備

学生駐車場240台をご利用下さい。

見学・体験もOK
　講座の内容や雰囲気を実際に見学・体験できますのでお気軽に
お問合せください。もちろん無料です。
　見学は、開講２回目以降、可能な限り随時受け付けます。

※見学には予約が必要です。見学可能日を電話でご確認ください。
※各講座の初日は見学ができません。
※新設講座・定員に達した講座は見学ができません。
※特に語学を初めて受講される方には、見学をおすすめします。

無料新しい自分に新しい自分に
徳（の）山大学で徳（の）山大学で徳（の）山大学で
・  ・  ・・  ・  ・・  ・  ・

何かにいちばんの自分がいる何かにいちばんの自分がいる

チャレンジ
してみま

せんか！

チャレンジ
してみま

せんか！

大変申し訳ございませんが、4月13日（火）、及び15日（木）、16日（金）について、窓口での受付は9：00～17：00までとさせていただきます。なお、4月14日（水）
は入学式のため受付を休止します。また、初回開講日〈19日（月）予定〉までは、土・日・祝がお休みとなります。何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

介護職員初任者研修

時期になりましたら、徳山大学ホームページに掲載されますのでご確認ください
・東ソー株式会社寄付講座「地域文化講座」＊火 3 限（13：10 ～）
　9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14、12/21、12/28、1/11、1/18、1/25
・株式会社トクヤマ寄付講座「地域と産業」＊木 3 限（13：10 ～）
　9/30、10/7、10/14、10/21、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、1/13、1/20、1/27

　介護の技術や理念の基礎をしっかりと学び、
身につけることのできる研修です。３か月程度
で取得が可能！（開講時期：未定）

　ご興味のある方は、募集時
期になりましたら、チラシをお
送りいたします。お気軽に、右
記QRコード、またはお電話に
てお申込みください。

令和３年度公開講座　＊後期開講予定です

４月開講 !　新規講座のご案内

とくだいインフォメーション

はじめてのＴＯＥＩＣ
＊日本人講師による英語学習クラス

＊毎週（金）

英会話（初級の上）
＊外国人講師による英会話クラス

＊毎週（土）

　今年度より、社会人対象の「出前講座」を開講する運びとなりました。講演会や、市民講座など
の講師のご依頼を、本学の教員へお寄せください　＊詳細は裏面に掲載しております。

徳山大学出前講座 （一般の方向け）

英会話（中級）
＊外国人講師による英会話クラス

＊毎週（土）
詳しくは中面・裏面をご覧ください。

写真教室初心者コース
＊月１回（土）
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1 週 間 講 座 早 見 表 場所　徳山大学8・11号館・第2記念会館

●悪天候時の開講については、ホームページ（https://www.tokuyama-u.ac.jp/local/local-prgm/healthy-college/）をご覧になるか、事務局までお問合せください。

会場 時間帯 月 火 水 木 金 土

健
康
講
座

１１ 号館
多目的
ホール

午前 シェイプアップ 9：30〜１0：30 ボディシェイプ １0：30〜１１：４５ シェイプアップ １0：00〜１１：00 シェイプアップ １0：00〜１１：00

午後
ヨ ー ガ １3：00〜１４：30 社 交 ダ ン ス １４：00〜１６：00 自 彊 術 １3：00〜１４：30 ステップシェイプ １3：30〜１４：４５ リラクゼーションヨーガ １２：５0〜１４：２0 体育教室（幼児） １3：30〜１４：30

キッズヒップホップ １６：５0〜１７：５0 社 交 ダ ン ス １４：30〜１６：30 体育教室（児童） １４：４５〜１５：４５
体育教室（児童） １５：５0〜１６：５0

夜間 ヨ ー ガ １8：30〜２0：00 ヨ ー ガ １9：30〜２１：00 リラックス（癒し）ヨガ １8：１５〜１9：30 スリムエクササイズ １8：１５〜１9：１５ フィーリング・フラ １9：00〜２0：00
バランスボディ ２0：１0〜２１：１0 ピ ラ テ ィ ス ２0：30〜２１：30 バランスボディ ２0：１0〜２１：１0

11号館教養室 午前 初めての笑いヨガ １0：30〜１１：30

８号館
８０１ 教

室

午前 太 極 拳 １0：30〜１２：00 さわやかエクササイズ 9：５0〜１１：２0 フィーリング・フラ 9：30〜１0：30 らくらく健康体操 9：１５〜１0：１５ さわやかエクササイズ 9：２0〜１0：５0 ヨ ー ガ １0：00〜１１：30
さわやかエクササイズ １１：２５〜１２：５５ ゆったり太極拳 １0：４0〜１２：１0 ヨ ー ガ １４：00〜１５：30 ヨ ー ガ １１：3５〜１3：0５

午後 太 極 拳 １3：30〜１５：00 ゆったり太極拳 １４：４５〜１６：１５ ヨ ー ガ １3：１0〜１４：４0

夜間 太 極 拳 １8：30〜２0：00 エアロビクス １8：30〜１9：４５ ヨ ー ガ １9：30〜２１：00 さわやかエクササイズ １9：00〜２0：30
ピ ラ テ ィ ス ２0：00〜２１：00

第2記念会館 午後 KIDS☆JUDO体操教室 １５：30〜１６：30
こども柔道塾 １６：４0〜１8：00

教
養
講
座

１１ 号館
教　室

・
教養室

他

午前

英会話基礎Ⅱ １0：00〜１１：00 楽しい俳句（隔週） １0：00〜１２：00 いけばな（小原流）（隔週） １0：00〜１１：30 初心者の陶芸制作 １0：00〜１１：30 パソコン（活用コース） 9：30〜１0：４0
英会話基礎Ⅰ １１：１0〜１２：１0 アナウンサーによる朗読講座（隔週） １0：00〜１１：30 フォークギター １0：00〜１１：00 ハンドクラフト（隔週） １0：00〜１２：00

やさしいウクレレ １１：１５〜１２：１５ 写 真 教 室 １0：00〜１２：00
英会話初級の上 １0：30〜１１：30
パソコン（ワード エクセル） １0：５0〜１２：00
英 会 話 中 級 １１：４0〜１２：４0

午後
篆刻・刻字を含む書道全般（月 1 回） １２：30〜１４：30 親と子の英会話 １５：00〜１５：５0 茶 道（ 表 千 家 ） １５：00〜１７：00

親と子の英会話 １５：５５〜１６：４５
やさしいジュニア英会話 １６：５0〜１７：４0

夜間
アナウンサーによる朗読講座（隔週） １9：30〜２１：00 茶 道（ 裏 千 家 ） １9：00〜２１：00 やさしいジュニア英会話 １７：４５〜１8：3５ 茶 道（ 表 千 家 ） １8：30〜２0：30
英会話初級の上 ２0：00〜２１：00 英 会 話 初 級 ２0：00〜２１：00 ジュニア英会話 １8：４0〜１9：30 はじめてのTOEIC １9：00〜２0：00

英会話超基礎 ２0：00〜２１：00

講座名 講師名
経　　済

驚くべき国際機関投資家「ヘッジファンド」の実態〜巨額の資金が世界を駆け巡る〜 教　授　坂本　　勲
「税」について考えよう 〜私たちはなぜ税金を納めるのか？〜

准教授　田尾　真一
地方財政のしくみを理解する
データサイエンス始めませんか？ 教　授　河田　正樹
どうして経済安定政策（景気対策）をした方がよいのか？ 准教授　赤松　礼奈
中小企業による市場開拓−繊維産業における展示会出展および直接営業の事例に学ぶ− 教　授　大田　康博

「生活」の近現代史-教科書に載らない普通の人々 准教授　小林　啓祐
将来の自分は安定して暮らせていけるだろうか〜働き方について考えよう〜 講　師　鈴木　　力
意思決定の不思議　〜どうしてその商品に決めたのか〜 教　授　井出野　尚
キャッシュフロー計算書の意義 准教授　林　　德順
戦略はなぜ重要か 准教授　呉 贇（ウー・ユイン）

スポーツ
スポーツ科学を用いたコンディショニング指導 教　授　江﨑　和希

【陸上競技】あなたもはやく走ってみませんか〜「短距離走」と「かけっこ」の違い〜 准教授　坪井　恭紀
スポーツ心理学〜メンタルトレーニングってどんなトレーニング？〜 講　師　水﨑　佑毅
児童が輝く体育授業運営 准教授　瀬尾賢一郎
トレーニングの科学 准教授　西山　健太
①バスケットボール指導

准教授　元安　陽一②結果を出せるコーチング
③スポーツで脳を活性化

知　　財
映画の見方・作り方〜映画制作・演技指導のワークショップ行います〜 教　授　長澤　雅彦
アニメーションとは？ 教　授　日高　晋作

福　　祉
「今の時代の福祉」に必要な視点と人材 教　授　小林　武生
「いざ」というときに備えて〜自助・共助・公助〜 教　授　井上　　浩

講座名 講師名
福　　祉

ガイドヘルプ入門！〜アイマスクをつけて歩いてみよう〜あなたにもできるやさしい介護 教　授　徳重　柳子
子育て支援 准教授　竹下　　徹

心　　理
記憶力をよくしよう！ 教　授　時津　裕子
多様な言語話者・子どもとのコミュニケーション〜体験した出来事を聴き取る
司法面接の観点から〜 教　授　羽渕　由子

心理学って、何？ 准教授　小松佐穂子
情　　報

現象を数理モデルで理解しよう 教　授　鏡　　裕行
CADの資格を取りませんか？ 准教授　児玉　　満
情報の見せ方を考えよう 准教授　酒井　徹也

共通科目
情報化社会を哲学しよう 教　授　渡部　　明
①教科書って、どう使えばいいの？ 〜教育学の視点からみた教科書の活用方法〜

准教授　大坂　　遊
②ICTを活用した授業体験〜「新しい日常」で学びはどう変わる？〜
地理学は身の回りの「なんで！？」から始まる 講　師　羽田　　司
日本語教師ってどんな仕事？〜自分の言葉を分析してみよう〜

准教授　立部　文崇やさしい日本語ってどんな日本語？
外国人の日本語能力〜どんなことができれば日本語が上手なのか〜
国際交流って何だろう？〜ことば・教育・キャリアを考える〜 准教授　山本　晋也

出前講座（一般の方向け講座）

とくだいインフォメーション

　今年度より、社会人対象の「出前講座」を開講する運びとなりました。講演会や市民講座など、講師としてのご依頼をお待ちしております。講義分野、タイトル
については、以下ご高覧ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【お申込み】 実施希望日の１か月前までに、
　　　　　 右記 QR コードより必要事項をご入力の上、
　　　　　 お申込みいただけますようお願いいたします。

【お問い合わせ】0834−28−5566
　　　　　 　　徳山大学地域共創センター



健　　　康　　　づ　　　く　　　り

 自
じきょうじゅつ

彊術 講師（公社）自彊術普及会
正会員　　増原　章右

東洋医学をルーツとする日本生まれの健康体操です。呼吸
法で心身のバランスを整え体調に合わせて行う頭から足先
までの全身運動です。老若男女いつからでも始められます。
本講座は、「元気な自分で創る」養生法として全国的に組
織された会員制の教室です。会員費別途 3,000 円/年

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 13:00～14:30 4/21～7/28 14回　14,000円

 バランスボディ 講師 A-yoga認定　健康運動指導士
高橋　栄子

身体のハリやコリ、痛みや歪みが気になる方
向けのレッスンです。ボールで関節をゆるめ、
正しく筋肉を動かして、身体のバランスを整
えていきます。
※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

月 20:10～21:10 4/19～7/26 14回　14,000円

金 20:10～21:10 4/23～7/30 13回　13,000円

体　　　操

 シェイプアップ 講師 （公社）日本フィットネス協会公認・GFIインストラクターJAFA会員
竹中　知子

エアロビクスで運動不足を解消します。一緒
に汗をかいてスッキリしましょう。肥満防止
に役立ちます。
※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

月 9:30～10:30 4/19～7/12 11回　11,000円

水 10:00～11:00 4/21～7/28 12回　12,000円

金 10:00～11:00 4/23～7/30 11回　11,000円

 エアロビクス 講師 （公社）日本フィットネス協会公認・GFIインストラクターJAFA会員
竹中　知子

たくさん汗をかいて心身共にリフレッシュ !!
はじめてでも大丈夫。自分のペースで動けま
す。一緒に楽しくエアロしましょう。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 18:30～19:45 4/20～7/27 11回　11,000円

 スリムエクササイズ 講師 フィットネス山崎認定エアロビクス
インストラクター　　田中　妙子

アップテンポな曲に合わせて、心も体もすっ
きりシェイプアップ！！たっぷりの汗をかい
てみませんか？
※マイヨガマットをご持参ください

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

木 18:15～19:15 4/22～7/29 13回　13,000円

 さわやかエクササイズ 講師 スタジオ　モア
講師　　升岡　良枝

音楽を聞きながら体を気持ちよく動かしてス
トレス解消。肩こり・腰痛等防止し、美しい
プロポーションをつくります。心と体をリフ
レッシュしませんか。
※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 9:50～11:20 4/20～7/27 14回　14,000円

火 11:25～12:55 4/20～7/27 14回　14,000円

金 9:20～10:50 4/23～7/30 14回　14,000円

土 19:00～20:30 4/24～7/31 15回　15,000円

 ボディシェイプ 講師 ヒロ・コーポレーション
講師　　松村　智紗子

楽しい曲に合わせて身体を動かしていきます。
又、骨盤周辺を動かすことで便秘解消、肩こ
りの改善に効果的です。安心してご参加下さい。
※マイヨガマットをご持参ください

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 10:30～11:45 4/20～7/27 14回　14,000円

 ステップシェイプ 講師 ヒロ・コーポレーション
講師　　松村　智紗子

有酸素運動と筋力トレーニングをステップ台
とチューブ、ボールを使いながら行っていき
ます。効果的に脂肪燃焼しリバウドしにくい
身体を手に入れましょう！初心者の方も大丈
夫です。※マイヨガマットをご持参ください

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

木 13:30～14:45 4/22～7/29 14回　14,000円

健　　　康　　　づ　　　く　　　り

 らくらく健康体操 講師 フィットネス山崎
主宰　　山崎　和雄

年齢を問わずどなたでも楽しくゆっくり出来
ます。「にこにこペース」の運動で…生活習慣
病の予防に役立つ運動（量）をします。
※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

木 9:15～10:15 5/13～7/29 11回　11,000円

 ヨーガ 講師

フィットネス山崎　主宰　　山崎　和雄
フィットネス山崎認定ヨガインストラクター
中村　幸子・横田　志津子・田中　妙子 
島内ヨーガ研究所　代表　　岸田　文子
　　　　　　　　　講師　　山下　裕子

どなたでも無理なくできます。体のゆがみを
矯正し、内臓機能やホルモンの働きを高め、
体と心を最も正常な状態に整えます。
※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

月 13:00～14:30 4/19～7/26 13回　13,000円

月 18:30～20:00 4/19～7/26 14回　14,000円

火 19:30～21:00 4/20～7/27 14回　14,000円

水 19:30～21:00 4/21～7/28 14回　14,000円

金 14:00～15:30 5/14～7/30 12回　12,000円

土 10:00～11:30 4/24～7/31 15回　15,000円

土 11:35～13:05 4/24～7/31 15回　15,000円

土 13:10～14:40 4/24～7/31 15回　15,000円

 ピラティス 講師 ポールスターピラティス認定インストラクター
波留　智子

身体のコアを安定させ、独特な呼吸に合わせ
て、筋肉を正しく使っていきます。骨盤を安
定して動かすことで歪みのない柔軟でしなや
かな身体づくりを目指します。
※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 20:00～21:00 4/20～7/27 14回　14,000円

水 20:30～21:30 4/21～7/28 14回　14,000円

 リラクゼーション
 ヨーガ

講師 インド中央政府公認ヨーガ講師
山本　綾子

ゆっくりとした動きに呼吸を合わせて気持ち良く体
を動かしていきます。体のコリ・緊張を取り、深い呼
吸をしていくことで心身共にリラックスしていくヨー
ガです。美容・健康・より良い自分自身求めるすべて
の方にお薦めです。※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

金 12:50～14:20 4/23～7/30 14回　14,000円

 初めての笑いヨガ 講師 ラフターヨガインターナショナルユニバーシティ認定
ラフターヨガティーチャー　嘉音（かのん）

「笑いヨガ」とは、笑いのエクササイズとヨガの
呼吸法を組み合わせたユニークな健康法です。運
動経験も、道具も不要。「楽しく笑いたい！」と
いう気持ちさえあれば誰でも参加できます。あな
たも「笑い」で、元気と若々しさを保ちませんか？

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

月 10:30～11:30 4/19～8/2 14回　14,000円

リラックス（癒し）ヨガ 講師 フィットネス山崎
主宰　山崎　和雄

ゆっくり足首まわして色んな所をストレッチ。
心身に溜まったゆがみ、悲しみ、痛みを徐々
にやわらげて行きます。やさしいポーズと呼
吸で、笑顔と感謝も出て来ます。ぜひ一度体
験してみてください。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 18:15～19:30 5/12～7/28 12回　12,000円

 太極拳 講師 日本太極拳法　一楽庵
講師　　河野　静香

内臓機能を増進し、足腰を丈夫にします。精
神統一にも役立ち、頭脳への効果もよいとさ
れています。
※マイヨガマットをご持参下さい

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

月 10:30～12:00 4/19～7/26 14回　14,000円

月 13:30～15:00 4/19～7/26 14回　14,000円

月 18:30～20:00 4/19～7/26 14回　14,000円

ゆったり太極拳 講師
日本武術太極拳連盟
認定指導員　井原三都子（水曜）
認定指導員　鬼塚　吉枝（木曜）

（水）ストレッチ、呼吸法、気功法を取り入れて学びます。
体幹を整えアンチエイジング効果。初歩から学び、資格取得（5
級～ 4 段まで）も目指せます。（木）深くゆったりした呼吸、
腰を軸とした柔らかい動きで、骨格、筋肉、関節を鍛錬します。
バランス感覚を養い転倒防止、体内の代謝向上は老化防止に。
※（木）はマイヨガマットをご持参ください

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 10:40～12:10 4/21～7/28 14回　14,000円

木 14:45～16:15 4/22～7/29 14回　14,000円

ダ　　　ン　　　ス

 社交ダンス 講師
山口県社交ダンス教師協会
教師　　小田　泰子
講師　　金子　美鈴

リズムにのって踊れば適度な運動になり楽しく
過ごすことができます。
火・金…初心者、経験者（初級）とも対象とします。
木…初心者、経験者（中級）とも対象とします。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 14:00～16:00 4/20～7/27 14回　14,000円

金 14:30～16:30 4/23～7/30 14回　14,000円

 フィーリングフラ 講師 加藤舞踊学院　インストラクター
吉村　麻里子

やさしい風のような音楽にのってハワイを感
じてみませんか？心も身体もきっといやされ
ます。1 曲マスターする頃にはきっとフラに
魅せられています。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 9:30～10:30 4/21～7/28 14回　14,000円

金 19:00～20:00 4/23～7/30 14回　14,000円

キ　　　ッ　　　ズ

 幼児・児童体育教室 講師 スポーツクラブキャプテン館
講師

主にマット、鉄棒、跳箱運動を中心に小学校
でおこなう運動の感覚づくりを図ります。又、
縄跳びやトランポリンで遊びながら協調性を
養います。※幼児…年中・年長対象、児童…
小学校低学年対象

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

土 13:30～14:30(幼児) 4/24～7/31 8回　8,000円

土 14:45～15:45(児童) 4/24～7/31 8回　8,000円

土 15:50～16:50(児童) 4/24～7/31 8回　8,000円

キッズヒップホップ 講師 フィットネス山崎
主宰　　山崎　和雄

ヒップホップの曲に合わせてアップとダウン。
簡単なステップから少し難しいステップまで
やさしく指導します。アキレス腱から体側、
色んな筋肉関節を伸ばし、動かして柔軟性、
リズム感を養います。対象は 5 歳～ 8 歳まで

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 16:50～17:50 5/12～7/28 12回　12,000円

KIDS☆JUDO体操教室
～畳でゴロゴロ・ジャンプ!～

講師 徳山大学女子柔道部
監督　　近藤　優子

オリンピックでも大活躍の柔道！そんな柔道の動
きを生かした体つくり運動やリズム遊びを中心
に楽しくカラダを動かしココロを育みます。400
畳の広々柔道場で運動神経と礼儀（Manners）
を身につけてみませんか？　対象は 3 歳以上の
未就学児　別途スポーツ安全保険 800 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 15:30～16:30 4/20～7/27 14回　14,000円

こども柔道塾 講師 徳山大学女子柔道部監督
近藤　優子

礼儀（Manner）を身につけ、柔道の本質と学ぶ姿
勢を勉強する教室です。学校の宿題や、時事問題の
ディスカッションなどを行う時間を取り入れ、柔道
だけでなく多様な感性を引き出すプログラムを実践
します。また、柔道を通じて、カラダを動かしココ
ロを育む時間も大切にします。対象：小学生

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 16:40～18:00 4/20～7/27 14回　14,000円

絵　　　画　・　写　　　真

 写真教室 講師（一社）二科会写真部
会員　　堀田　俊秀

月 1 回の講座です。初心者クラスでは写真の
基本（カメラの使い方、用語）などを分かり
やすく解説し、経験者クラスでは作品の添削
と実習を中心に行います。両クラスとも適宜
発表会を開き、最終目標はコンテストや公募
展へのチャレンジとします。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

第4土 10:00～12:00（初心者）4/24～7/24 4回　4,000円

第3土 10:00～12:00（経験者） 5/1～7/17 4回　4,000円

書　道　・　ペ　ン　習　字

篆刻・刻字を含む
書道全般

講師
（現職）文字文化検定委員（国際文字文化検定協会）・
（現職）日本刻字協会審査員・（現職）毎日書道会会員
講師　　渡邉　紅雲

書道に縁のない方も大歓迎です。書道の分野はとても幅
広いので各自やりたい分野の道具を持って来て下さい。
例）毛筆なら下敷き半紙墨筆等、硬筆なら鉛筆ボールペ
ン万年筆にノート。篆刻、刻字は自宅で思い付く物を持
参し大工道具とは違う為思い込みで購入するのは不要で
す。脳を活性させオンリーワンの作品を楽しみましょう。

曜日 時間 開講期間（基本月1回） 回数・受講料

月 12:30～14:30 4/26～7/26 4回　4,000円

手　　　工　　　芸

 ハンドクラフト
 （編物・手芸）

講師（公社）日本編物文化協会
特別正会員・師範　田村　美代子

かわいい小物や、おしゃれなアクセサリーを
ビーズやステンシル、転写、指あみなどの技
法を使って作ります。手作りのすばらしさ、
楽しさ、温もりを感じ、そして“自分ブランド”

（自分だけの）作品作りをします。材料費　テー
マにより別途必要

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週土 10:00～12:00 4/24～7/24 8回　8,000円

初心者の陶芸制作 講師 風炉窯
主宰　　松本　知子

ロクロでの作品作りから、希望者には絵つけ、雑貨作りな
ど御指導させていただきます。陶芸で一つの作品を完成さ
せるには、成形から出来上がりまで、約３ヶ月程度はかか
ります。是非、工程を楽しみながらご自分のお気に入りを
増やしていきましょう。初心者の方、物作りが好きな方大
歓迎です。道具代別途必要。材料費　月 1,000 円程度。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週金 10:00～11:30 4/23～7/16 8回　8,000円

文　　　芸

 楽しい俳句 講師 山口県現代俳句協会会長
俳誌「草炎」主宰　　久行　保徳

生活にうるおいを。エンピツ 1 本で出来る俳
句入門。日本の美しい四季に触れ、最も短い
あなたのメッセージを俳句にして、楽しんで
みませんか。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週火 10:00～12:00 4/20～7/20 8回　8,000円

 アナウンサーによる
 朗読講座

講師 フリーアナウンサー（元KRY所属）
瀬川　嘉

「声をだすこと」「表現すること」の楽しさを学びませんか？現役
のアナウンサーによる朗読講座では、発声・発音の基本から滑舌、
姿勢や呼吸法、人前で緊張しないメンタルアドバイスなど、日常
生活でも役に立つ話し方の基礎を身に着けることができます。「声」
を磨いて心も体も健康になりましょう。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週火 10:00～11:30 4/20～7/27 8回　8,000円

隔週火 19:30～21:00 4/20～7/27 8回　8,000円

華　　　道　・　茶　　　道

 いけばな（小原流） 講師 徳山支部参与　小原流一級家元教授
田中　豊幸（幸子）

嬉しいにつけ、悲しいにつけ、花に思いをよ
せ花とともに生きてきた日本の伝統文化…い
けばな。日常生活の中で時代に即応させなが
らちょっとオシャレに楽しんでみませんか？
花代 1 回 1,000 円程度

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週水 10:00～11:30 4/21～7/28 8回　8,000円

 茶道　表千家 講師 表千家地方教授　秋済　宗美
表千家地方講師　岩切由美恵

茶道を通じて和の心を学びます。どなたでも
気軽にお稽古できる楽しみの講座です。　　
材料（水屋料）1 回 500 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

金 18:30～20:30 4/23～7/30 14回　14,000円

土 15:00～17:00 4/24～7/31 14回　14,000円

 茶道　裏千家 講師 裏千家教授
小澤　宗津

お茶の効能また良さが見直されています。お
手前の基礎からマナーなど茶道の初歩を習得
します。　　　　
材料（水屋料）1 回 500 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 19:00～21:00 4/21～7/28 14回　14,000円

前期講座のご案内 満 はキャンセル待ち受付

■は健康講座

■は教養講座
■は新設講座NEW

NEW

満 



ダ　　　ン　　　ス

 社交ダンス 講師
山口県社交ダンス教師協会
教師　　小田　泰子
講師　　金子　美鈴

リズムにのって踊れば適度な運動になり楽しく
過ごすことができます。
火・金…初心者、経験者（初級）とも対象とします。
木…初心者、経験者（中級）とも対象とします。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 14:00～16:00 4/20～7/27 14回　14,000円

金 14:30～16:30 4/23～7/30 14回　14,000円

 フィーリングフラ 講師 加藤舞踊学院　インストラクター
吉村　麻里子

やさしい風のような音楽にのってハワイを感
じてみませんか？心も身体もきっといやされ
ます。1 曲マスターする頃にはきっとフラに
魅せられています。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 9:30～10:30 4/21～7/28 14回　14,000円

金 19:00～20:00 4/23～7/30 14回　14,000円

キ　　　ッ　　　ズ

 幼児・児童体育教室 講師 スポーツクラブキャプテン館
講師

主にマット、鉄棒、跳箱運動を中心に小学校
でおこなう運動の感覚づくりを図ります。又、
縄跳びやトランポリンで遊びながら協調性を
養います。※幼児…年中・年長対象、児童…
小学校低学年対象

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

土 13:30～14:30(幼児) 4/24～7/31 8回　8,000円

土 14:45～15:45(児童) 4/24～7/31 8回　8,000円

土 15:50～16:50(児童) 4/24～7/31 8回　8,000円

キッズヒップホップ 講師 フィットネス山崎
主宰　　山崎　和雄

ヒップホップの曲に合わせてアップとダウン。
簡単なステップから少し難しいステップまで
やさしく指導します。アキレス腱から体側、
色んな筋肉関節を伸ばし、動かして柔軟性、
リズム感を養います。対象は 5 歳～ 8 歳まで

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 16:50～17:50 5/12～7/28 12回　12,000円

KIDS☆JUDO体操教室
～畳でゴロゴロ・ジャンプ!～

講師 徳山大学女子柔道部
監督　　近藤　優子

オリンピックでも大活躍の柔道！そんな柔道の動
きを生かした体つくり運動やリズム遊びを中心
に楽しくカラダを動かしココロを育みます。400
畳の広々柔道場で運動神経と礼儀（Manners）
を身につけてみませんか？　対象は 3 歳以上の
未就学児　別途スポーツ安全保険 800 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 15:30～16:30 4/20～7/27 14回　14,000円

こども柔道塾 講師 徳山大学女子柔道部監督
近藤　優子

礼儀（Manner）を身につけ、柔道の本質と学ぶ姿
勢を勉強する教室です。学校の宿題や、時事問題の
ディスカッションなどを行う時間を取り入れ、柔道
だけでなく多様な感性を引き出すプログラムを実践
します。また、柔道を通じて、カラダを動かしココ
ロを育む時間も大切にします。対象：小学生

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 16:40～18:00 4/20～7/27 14回　14,000円

絵　　　画　・　写　　　真

 写真教室 講師（一社）二科会写真部
会員　　堀田　俊秀

月 1 回の講座です。初心者クラスでは写真の
基本（カメラの使い方、用語）などを分かり
やすく解説し、経験者クラスでは作品の添削
と実習を中心に行います。両クラスとも適宜
発表会を開き、最終目標はコンテストや公募
展へのチャレンジとします。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

第4土 10:00～12:00（初心者）4/24～7/24 4回　4,000円

第3土 10:00～12:00（経験者） 5/1～7/17 4回　4,000円

書　道　・　ペ　ン　習　字

篆刻・刻字を含む
書道全般

講師
（現職）文字文化検定委員（国際文字文化検定協会）・
（現職）日本刻字協会審査員・（現職）毎日書道会会員
講師　　渡邉　紅雲

書道に縁のない方も大歓迎です。書道の分野はとても幅
広いので各自やりたい分野の道具を持って来て下さい。
例）毛筆なら下敷き半紙墨筆等、硬筆なら鉛筆ボールペ
ン万年筆にノート。篆刻、刻字は自宅で思い付く物を持
参し大工道具とは違う為思い込みで購入するのは不要で
す。脳を活性させオンリーワンの作品を楽しみましょう。

曜日 時間 開講期間（基本月1回） 回数・受講料

月 12:30～14:30 4/26～7/26 4回　4,000円

手　　　工　　　芸

 ハンドクラフト
 （編物・手芸）

講師（公社）日本編物文化協会
特別正会員・師範　田村　美代子

かわいい小物や、おしゃれなアクセサリーを
ビーズやステンシル、転写、指あみなどの技
法を使って作ります。手作りのすばらしさ、
楽しさ、温もりを感じ、そして“自分ブランド”

（自分だけの）作品作りをします。材料費　テー
マにより別途必要

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週土 10:00～12:00 4/24～7/24 8回　8,000円

初心者の陶芸制作 講師 風炉窯
主宰　　松本　知子

ロクロでの作品作りから、希望者には絵つけ、雑貨作りな
ど御指導させていただきます。陶芸で一つの作品を完成さ
せるには、成形から出来上がりまで、約３ヶ月程度はかか
ります。是非、工程を楽しみながらご自分のお気に入りを
増やしていきましょう。初心者の方、物作りが好きな方大
歓迎です。道具代別途必要。材料費　月 1,000 円程度。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週金 10:00～11:30 4/23～7/16 8回　8,000円

文　　　芸

 楽しい俳句 講師 山口県現代俳句協会会長
俳誌「草炎」主宰　　久行　保徳

生活にうるおいを。エンピツ 1 本で出来る俳
句入門。日本の美しい四季に触れ、最も短い
あなたのメッセージを俳句にして、楽しんで
みませんか。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週火 10:00～12:00 4/20～7/20 8回　8,000円

 アナウンサーによる
 朗読講座

講師 フリーアナウンサー（元KRY所属）
瀬川　嘉

「声をだすこと」「表現すること」の楽しさを学びませんか？現役
のアナウンサーによる朗読講座では、発声・発音の基本から滑舌、
姿勢や呼吸法、人前で緊張しないメンタルアドバイスなど、日常
生活でも役に立つ話し方の基礎を身に着けることができます。「声」
を磨いて心も体も健康になりましょう。

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週火 10:00～11:30 4/20～7/27 8回　8,000円

隔週火 19:30～21:00 4/20～7/27 8回　8,000円

華　　　道　・　茶　　　道

 いけばな（小原流） 講師 徳山支部参与　小原流一級家元教授
田中　豊幸（幸子）

嬉しいにつけ、悲しいにつけ、花に思いをよ
せ花とともに生きてきた日本の伝統文化…い
けばな。日常生活の中で時代に即応させなが
らちょっとオシャレに楽しんでみませんか？
花代 1 回 1,000 円程度

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

隔週水 10:00～11:30 4/21～7/28 8回　8,000円

 茶道　表千家 講師 表千家地方教授　秋済　宗美
表千家地方講師　岩切由美恵

茶道を通じて和の心を学びます。どなたでも
気軽にお稽古できる楽しみの講座です。　　
材料（水屋料）1 回 500 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

金 18:30～20:30 4/23～7/30 14回　14,000円

土 15:00～17:00 4/24～7/31 14回　14,000円

 茶道　裏千家 講師 裏千家教授
小澤　宗津

お茶の効能また良さが見直されています。お
手前の基礎からマナーなど茶道の初歩を習得
します。　　　　
材料（水屋料）1 回 500 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 19:00～21:00 4/21～7/28 14回　14,000円

英　会　話　（日　本　人　講　師）

日本人講師による分かりやすい説明と実践練
習で、楽しく英会話を学べます。気軽にトラ
イしてみませんか？英語で新しい世界を体験
しましょう。3 つの英会話レベルと、特別ク
ラス；TOEICをご準備いたしましたので、自
分に合ったクラスをご選択ください。

 英会話　超・基礎 講師 ＳＥＳ周南英会話
日本人講師

【レベル１】英会話を初めて習う方を対象とした入門クラスです。
日本人講師から、挨拶、自己紹介、買い物、道を聞く、旅行など
基本的な英会話を習います。テキスト代 3,000 円程度、諸費用
1,000 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

金 20:00～21:00 4/23～7/30 12回　12,000円

 英会話　基礎Ⅰ 講師 ＳＥＳ周南英会話
日本人講師

【レベル２】日本人講師が英会話の基礎から指導し、基本的な会
話のフレーズを練習します。英語に対するどんな質問も、日本人
講師だから、安心して尋ねられます。テキスト代 3,000 円程度、
諸費用 1,000 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

月 11:10～12:10 4/19～7/26 14回　14,000円

 英会話　基礎Ⅱ 講師 ＳＥＳ周南英会話
日本人講師

【レベル３】基礎Ⅰクラスでは物足りない。でも外国人講師に習
うのはちょっと自信がないという方にお勧めのクラスです。様々
な会話のフレーズを練習します。テキスト代 3,000 円程度、諸費
用 1,000 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

月 10:00～11:00 4/19～7/26 14回　14,000円

 　　はじめてのTOEIC 講師 ＳＥＳ周南英会話
日本人講師

【特別クラス】英語コミュニケーション能力テストTOEICに興味
あるけれど、勉強方法がわからない方にお勧めのクラスです。英
語が耳に入ってくる順に意味のかたまりを捉え、基本的な語彙力
も増やします。気軽に気長にはじめてみませんか。別途テキスト
代 2,500 円程度、諸費用 1,000 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

金 19:00～20:00 4/23～7/30 12回　12,000円

英　会　話　（外　国　人　講　師）

ネイティブ講師から“生きた英語”と共に、
異文化も学びましょう!外国人に慣れ、ネイ
ティブの発音をマスターし、英語コンプレッ
クスにサヨナラです。3 つのレベルから、自
分に合ったクラスを選び、楽しく“Practice 
makes perfect!”を実践しましょう!

 英会話　初級 講師 ＳＥＳ周南英会話
外国人講師

【レベル４】日常生活に密着した様々な場面を想定し、外国人講
師から自然な英会話を学びます。ネイティブの英語を聞き取れる
ように、また、生きた英語表現を学びます。テキスト代 3,000 円
程度、諸費用 1,000 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

水 20:00～21:00 4/21～7/28 14回　14,000円

 英会話　初級の上 講師 ＳＥＳ周南英会話
外国人講師

【レベル５】外国人講師に慣れてきた方が対象です。日常生活に
現れる様々な場面に対応した会話のフレーズを練習します。外国
人講師だから発音やリスニングの弱点が分かります。テキスト代
3,000 円程度、諸費用 1,000 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

火 20:00～21:00 4/20～7/27 14回　14,000円

土 　10:30～11:30 4/24～7/31 14回　14,000円

 英会話　中級 講師 ＳＥＳ周南英会話
外国人講師

【レベル６】様々な場面設定に対応した会話を練習し、身近で興
味深い話題について話します。外国人講師から異文化を学ぶと共
に、正確な発音とリスニング力を身につけます。テキスト代 3,000
円程度、諸費用 1,000 円

曜日 時間 開講期間 回数・受講料

土 　11:40～12:40 4/24～7/31 14回　14,000円

キ　　　ッ　　　ズ　　　英　　　会　　　話

幼児から小学生までの 3 コース。定員は 1 ク
ラス 10 名程度ですが、継続率の高い人気講
座です。

 親と子の英会話　　
 （3、4、5才程度）

講師 メイプルスクール　　　　　
外国人講師

外国人講師と一緒に、英語の歌やいろいろなカード・おもちゃを
使ってゲームを楽しみます。小さい頃から英語に親しむことによ
り、きれいな発音が確実に身につきます。テキスト代 2,000 円
曜日 時間 対象 開講期間 回数・受講料
木 15:00～15:50 年少 4/22～7/15 11回　11,000円
木 15:55～16:45 年中・年長 4/22～7/15 11回　11,000円

 やさしいジュニア英会話
 （6、7、8、9才程度）

講師 メイプルスクール　　　　　
外国人講師

外国人講師が基本的な会話やライティングを教えます。アクティ
ビティー（歌やゲーム）もあります。一緒に楽しく英語を学びま
せんか。テキスト代 4,500 円程度
曜日 時間 対象 開講期間 回数・受講料
木 16:50～17:40 年長～小学2年生 4/22～7/15 11回　11,000円
木 17:45～18:35 小学3・4年生 4/22～7/15 11回　11,000円

 ジュニア英会話　　
 （10、11才程度）

講師 メイプルスクール　　　　　
外国人講師

「ヘルシーカレッジとくやま」で、やさしいジュニア英会話を受
講されていた方のための上位クラスです。簡単なリスニング・リー
ディング・ライティングが出来る方も受講可能です。外国人講師
が会話やライティングを教えます。楽しく生の英語を学びましょ
う。テキスト代 4,500 円程度
曜日 時間 対象 開講期間 回数・受講料
木 18:40～19:30 小学5・6年生 4/22～7/15 11回　11,000円

パ　　　ソ　　　コ　　　ン
ワード、エクセル、画像処理、趣味、仕事、乗り遅れ、使えるよう
になりたい、詳しくなりたい、スキルアップしたい、知るを楽しむ、
脳トレ、パソコンに触れていたい、孫に負けたくないなど、パソコ
ン習う目的イロイロ動機もイロイロ。初心者から中級者まで、皆さ
んの「知りたい！」に講師とアシスタントがじっくりやさしくお応え
します。目的に合ったコースをお選びください。講習時のパソコン
のレンタルもいたします。（3,000 円／ 1 期）

 ワードエクセルコース 講師 パソコン教室ＥＩＧＥＮ
講師＋アシスタント

マウス操作・文字入力のできる方が、ワード・
エクセルをマスターすることを目指す講座で
す。仕事・自治会・ＰＴＡなどでワード・エ
クセルを使う方、ワード・エクセルを使いこ
なしたい方にとことん演習していただきます。

（Office2013以降に対応）　諸費用7,000円
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 10:50～12:00 4/24～7/31 15回　15,000円

 パソコン活用コース 講師 パソコン教室ＥＩＧＥＮ
講師＋アシスタント

マウス操作・文字入力のできる方が、パソコ
ンを使いこなすことを目指す講座です。ワー
ド、エクセル、画像処理など、パソコンなら
ではのテクニックを幅広くご紹介します。パ
ソコンをもっと活用したい方、歓迎です。

（Office2013以降に対応）　諸費用7,000円
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
土 9:30～10:40 4/24～7/31 15回　15,000円

音　　　楽

 フォークギター 講師 ポップス川上・ヤマハ音楽教室講師
岡成　崇

「ギターを弾いてみたい」、「持っているけど
ほとんど弾けない」という人のために、構え
方や弾き方から、指の押さえ方、楽譜の読み
方まで、初歩からゆっくりレクチャーします。
まったくの初心者さんでも大丈夫。もう一度
青春をしてみませんか？
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 10:00～11:00 4/21～7/28 14回　14,000円

 やさしいウクレレ 講師 ポップス川上・ヤマハ音楽教室講師
岡成　崇

ウクレレは、ハワイアンはもちろん、歌謡曲
も気軽に弾けるとても楽しい楽器です。簡単
に始められる楽器として初心者にオススメの
ウクレレ。一緒に初めてみませんか？コード
から教え、メロディ弾きもできるようにレッ
スンを進めます。
曜日 時間 開講期間 回数・受講料
水 11:15～12:15 4/21～7/28 14回　14,000円

①マスク………マスクをご着用の上、ご受講ください。
②ヨガマット…対象講座ご受講の方は、マイヨガマットをご持参く

ださい。
③消毒等………感染予防、及び感染拡大防止のため、使用場所、使

用備品の消毒作業へのご協力をお願いいたします。

※「新型コロナウイルス感染予防のためのガイドライン」（ヘルシー
カレッジとくやま用）は、ホームページに掲載、及び地域共創セ
ンター受付にてお渡ししております

　大変恐れ入りますが、当日の体温が 37.5℃以上の方、および以下
の症状や条件にあてはまる方は、当日のご受講を見合わせていただい
ております（返金はございません）。
　何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
①発熱、咳、くしゃみ、倦怠感等の風邪の症状や、味覚・嗅覚の異常

等がある場合
②２週間以内に、新型コロナウイルスの患者や、その疑いのある方と

接触がある場合
③２週間以内に、新型コロナウイルスの感染が拡大している地域へ行

かれた場合

諸 注 意 受講に際して（お申込み前にご確認ください）
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