
2月講座のご案内　Course 文化部

　2月開講の講座は、1月10日（火）より申込開始です。

　講座名をクリックすると、講座の詳細をご覧いただけます。

　お申込みは日本人会ウェブサイトからお願い致します。

　受講料や材料費にはGSTが加算されます。ご了承ください。

TCM English Lecture

（英語講座）Traditional Chinese Medicine

【Herbal Diet】

日　時: (全4回）2月13日～3月6日(月)  10:00～12:00

受講料：$150、材料費：$20

ワイン講座 ワインを一緒に楽しみましょう

（日本語講座）Wine Tasting

日時(それぞれ全1回、時間は11:00 ～13:00）

A[赤]:2月7日 (日)、B[白]:2月16日 (木)、C[赤]:2月21日 (火)

各受講料：$30、各材料費：$30～35

クリスタルサウンドヒーリング リラクゼーション

（日本語講座）Crystal Sound Healing

日時 (全 1 回) ：2 月 25 日（土）11:00～12:00 

受講料：$22

持ち物：ヨガマット

カルトナージュ 初心者の方も安心

（日本語講座）Cartonnage

A「フラットドキュメントケース」　 B「バレンタインハートボックス」

日時（全1回）  : A 2月1日（水）、B 2月14日（火）9:30～13:00

各受講料 : $30、各材料費 : $30～50

ブリザーブドフラワーアレンジメント
（日本語講座）Preserved Flowers Arrangement

作品：ランプシェードとミニアレンジメント

日時（全1回）:  2月2日（木）9:30～12:30

受講料 :  $30、材料費  :  $75

ペーパークイリング お部屋に季節感を

（日本語講座）Paper Quilling

作品　シンガポール国旗と国花（ミスジョアキン）

日時  : 2月 8日（水）9:30～12:30

受講料 ：$30、材料費：$40

リボン講座 自分だけのアイテム作り

（日本語講座）Ribbon

★　Maki box ＆ 縫わないシュシュ　★

日時 (全 1 回) ：2 月 2 日（木）9:30～13:00 

受講料 :  $35、材料費  :  $30

Applications for courses starting 

in Feb will start on 10 Jan (Tue). 

Please see the details by clicking 

the title of courses.

https://www.jas.org.sg/course/tcm_course
https://www.jas.org.sg/course/wine-tasting
https://www.jas.org.sg/course/soundhealing
https://www.jas.org.sg/course/cartonnage
https://www.jas.org.sg/course/preserved-flower-arrangement
https://www.jas.org.sg/course/paper-quilling
https://www.jas.org.sg/course/ribbbon-class


プラナカンビーズ刺繍 世界最小グラスビーズ使用

（日本語講座）Peranakan Beading Embroidery

日時 (全 1回) ：2月 19 日（日）9:30～12:00

受講料：＄35、材料費：＄105

持ち物：細かい作業のため必要な方は両手が使える拡大鏡など

表千家茶道 定員最少1名

（日本語講座）Omotesenke (Tea Ceremony)

日時（全3回）A : 2月6日、13日、20日（月）10:00～13:00

　　　　　　  B : 2月2日、9日、16日（木）10:00～13:00

受講料 :  $100

中国茶芸 初心者向け

（日本語講座）The Art of Chinese Tea

2023年2月17日～3月17日（金）12:30～14:30

受講料：＄100.00

材料費・テキスト代：＄20.00

いけばな講座（池坊） Japanese, English Lecture

（日本語・英語講座）Flower Arrangement (Ikenobo)

日時（全2回）: 2月2日、9日（木）10:00～12:30

受講料 : ＄40

花代別途：$40

大人の浴衣講座 基本からお稽古

（日本語講座）Yukata Wearing

日時（全 4回）：2月6日、13日、20日、27日（月）10：00～12：00

受講料:  $140

持ち物：白い靴下

英語講座 英語学習を通じて新たな発見や楽しみを

English Class

英語中級（前半）A：(火金)9:45～11:15、B：(火金)11:30～13:00

英語初級（後半）C： (月水)9:45～11:15

受講料（全8回） : $160 （教材は講師が用意をします）

英文法集中講座 日常生活で使える実践的な英語学習

English Grammar Class

英文法集中講座　D：2月13日～3月8日 (月水)11:30～13:00

　<英語講座との同時受講も可>

受講料（全8回） : $160 （教材は講師が用意をします）

子どもデジタル講座 パソコン初心者の小学校3年生以下

NEW Kids Digital

［はじめてのパソコンコース〕

日程 ：2月4日と18日 (隔週土曜日)  9:30~11:00  全2回

受講料 ：＄88、持ち物 ： ノートパソコン

https://www.jas.org.sg/course/peranakan-beading-embroidery
https://www.jas.org.sg/course/omote-senke-tea-ceremony
https://www.jas.org.sg/course/the-art-of-chinese-tea
https://www.jas.org.sg/course/flower-arrangement-Ikenobo
https://www.jas.org.sg/course/yukata-wearing
https://www.jas.org.sg/course/english-beginner
https://www.jas.org.sg/course/english-grammar
https://www.jas.org.sg/course/kids-digital


レディースバレエ 身のこなしがエレガントに

（日本語講座）Ballet for Ladies

ビギナー１　日時（全 4回）: 2月2日～23日（木）11:30～13:00 

ビギナー２　日時（全 4回）: 2月 3日～24日（金） 12:30～14:00

受講料 :  $100　　　　　　　　ベーシック:  （火）12:30～14:00

子どものバレエ 男の子も大歓迎

（日本語講座）Ballet for Children

A1:（火） 17:30～18:20 、J1:（火） 18:30～20:00

J2:（木） 17:30～18:30、J3:（金） 18:30～20:00 

受講料 :  $100（全4回）

ベーシックヨガ 初心者から上級者まで

（日本語講座）Basic Yoga

※オンラインクラス　Online Class

日時（全2回）: 2月17と24日（金）10：30～11：30

受講料 : ＄30

姿勢改善＆美ボディープログラム 美BODYコース

（日本語講座）Beautiful Body Program

日時（全4回）:  2月1日～22日(水）14:00～15:00

受講料 :  $80

持ち物 セラバンド：幅10cm長さ2m10cm位　＄14

ピラティス 肩こり・腰痛改善

（日本語講座）Pilates

日時（全4回）Aクラス：2月7日～28日（火）10:45～11:45

　　　　　　　Bクラス：2月2日～23日（木）9:30～10:30

受講料 :  $88（全4回）

キックボクササイズ 筋力アップ

（日本語講座）Kickboxercise

日時（全4回）：2月7日～28日（火） 9:30～10:30

受講料  ：4回　 $73.00

空手道 ご家族みんなで

（日本語講座）Karatedo

D: 土 9:30～11:30、F: 土 14:00～16:00、A: 土 17:00～19:00

B: 日 9:30～11:30、C: 日 14:00～16:00、E: 水 18:30～20:00

受講料 : 全9回 $189、全8回 $168

リトミック お子さんと楽しい時間を

（日本語講座）Eurhythmic

Kクラス：1 歳 10 か月～3 歳（金） 9:30～10:30

Tクラス：10 か月～1 歳 10 か月（金）10:45～11:45

受講料（全 1 回）：  $25

https://www.jas.org.sg/course/ballet-for-ladies
https://www.jas.org.sg/course/ballet-for-kids
https://www.jas.org.sg/course/basic-yoga
https://www.jas.org.sg/course/beautiful-bodyprogram
https://www.jas.org.sg/course/Pilates
https://www.jas.org.sg/course/kickboxercise
https://www.jas.org.sg/course/karatedo
https://www.jas.org.sg/course/eurhythmics


中国画・中国書道 English Lecture

（英語講座）Chinese Painting 、Chinese Calligraphy

中国画　　日時（全4回）：2月3日～24日（金）12:30～14:30

中国書道　日時（全4回）：2月3日～24日（金）9:30～11:30

各受講料 ： $100

大人のための日曜バイオリン講座 レッツトライ

（日本語講座）Sunday Violin Class for Adults

日時（全4回）： 2月5日～26日（日)　17:00～18:30

受講料 ： $240

持ち物  :  バイオリン  希望者には$40 にてレンタル楽器あり

大人のためのバイオリン講座 初心者歓迎

（日本語講座）Violin Class for Adults

日時： 平日Aクラス 2月7日～28日(火)  10:30～11:30

受講料： $120

持ち物  :  バイオリン  希望者には$40 にてレンタル楽器あり

子どものためのバイオリン講座 右脳左脳フル回転

（日本語講座）Violin Class for Children

日時（全4回）:  2月5日～26日（日)　クラスA 12:00～14:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　  クラスB 14:30～17:00

受講料:  $200、持ち物  :  バイオリン（レンタル楽器あり）

子ども絵画教室 対象 :  小・中学生 (大人も歓迎！)

（日本語講座）Painting for Children

作品内容：子供絵画－サボテン

日時（全 1 回）: 2 月 19 日（日）9：30～12：30

受講料 : ＄40、材料費 : ＄8　※持参する持ち物は要確認

親子絵画教室 子供1名につき、付き添いの大人1名参加可能

（日本語講座）Painting for Parent and Child

作品内容：親子絵画－ひよこ

日時（全 1 回）: 2 月 12 日（日）9：30～11：30

受講料 : ＄40、材料費 : ＄8　※持参する持ち物は要確認

鉛筆デッサンの基礎 絵の上達の基本

（日本語講座）Fundamentals of Sketching

作品内容：マイナを描く（シンガポールのシンボル鳥）  

日時（全 1 回）：2 月 26 日（日）9：30～12：30

受講料 : ＄40、材料費 : ＄1　※持参する持ち物は要確認

二胡講座 Chinese, English Lecture

（中国語・英語講座）Er-Hu

日時（全4回）： 2月3日～24日（金）10:30～12:30

受講料 ：$146.60、☆楽譜集　$33（ご希望の方）

対象： 中学生以上

https://www.jas.org.sg/course/chinese-painting-and-chinese-calligraphy
https://www.jas.org.sg/course/sunday-violin-for-adult
https://www.jas.org.sg/course/violin-for-adult
https://www.jas.org.sg/course/violin-class-for-children
https://www.jas.org.sg/course/painting_children
https://www.jas.org.sg/course/painting-class-parent-and-child
https://www.jas.org.sg/course/fundamentals-of-sketching
https://www.jas.org.sg/course/erhu


子どもの習字 副産物の多いお稽古

（日本語講座）Calligraphy for Children

日時（全4回）Aクラス：2月6日～2月27日(月)　16:30～17:30

　　　　　　　Cクラス：2月8日～3月1日(水）17:00～18:00

受講料 ：各クラス　$80

飾り巻き寿司と日本の家庭料理 うまみがぎゅっ

（日本語講座）Art Design SUSHI and Japanese Home Cooking

飾り巻き寿司「おひなさま」

日時： 2月27日(月) 10:30～13:30

受講料： ＄38、材料費： ＄35

四季のおばんざい 身体が喜び ほっとする料理

（日本語講座）Obanzai (Attractive Cooking for Four Seasons)

メニュー【鯛めし　など】男性大歓迎

日時（全1回）：2月16日（木）10:30～13:30

受講料：＄38、材料費：＄35

こどもおばんざい講座 小学3年生以上

（日本語講座）Obanzai for Children

Menu：「ソーセージの大研究」

日時(全1回) : 2月12日(日) 10:30～13:30

受講料：＄38、材料費：＄35

スペイン地中海料理 気軽に作れる おもてなし料理

（日本語講座）Spanish Mediterranean Cooking

日時(それぞれ全1回、時間は10:30 ～13:30）

A:2月13日 (月)、B:2月14日 (火)、C:2月20日 (月)、D:2月21日 (火)、

各受講料：＄38、各材料費：＄35

https://www.jas.org.sg/course/japanese-calligraphy-for-children
https://www.jas.org.sg/course/art-design-sushi-and-japanese-home-cooking
https://www.jas.org.sg/course/attractive-cooking-for-four-seasons
https://www.jas.org.sg/course/attractive-cooking-for-four-seasons-kids
https://www.jas.org.sg/course/spanish-mediterranean-cooking

