
7 月 1９日(日)※E～H	 

≪宣伝物の訂正≫	 ７.1３現

在	 

講座ガイド(旧・新)	 

特別講座	 

※敬称略	 

◎会場変更	 

	 ○F010	 『税金を考えてみよう！（消費税を中心に）』（浪花健三）	 

	 	 会場名：椙大国際	 5F	 0509 教室	 

	 ○F155	 『小さな英語力で大きな情報をゲット！』（和久	 豊）	 

	 	 会場名；椙大現代マネジメント	 2F	 202 教室	 

	 

一般講座	 

※敬称略	 

◎日程変更	 

	 ○F208,G209（19 日 2・3 限）⇒	 E285、F208（19 日 1・2 限）	 

	 ⇒「夏ランチ＆ティタイム」（オレンジカフェ～おれんじ娘～）	 

	 

◎休講	 

	 ○E160	 「アメリカ側から見た太平洋戦争」（水谷洋一）	 

	 ○E169	 「「にぼし」の腹の中を顕微鏡で観察。」（清木敦史）	 

	 ○E172	 「月面“秘密”基地計画」（TELSTAR）	 

	 ○E173	 「お金をあつかう仕事に就くために」（田中健一）	 

	 ○E174	 「染め花」（加藤良江）	 

	 ○F126	 「アメリカ側から見た太平洋戦争」（水谷洋一）	 

	 ○F154	 「薬膳で心と身体をハッピーに！」（幡野その子）	 

	 ○F185	 「月面“秘密”基地計画」（TELSTAR）	 

	 ○F186	 「染め花」（加藤良江）	 

○F232	 「戦国時代を知ろう」（大村義親）	 

○G256	 「英語の発音のこつ教えます②」（加藤光男）	 



○H246	 「英語の発音のこつ教えます②」（加藤光男）	 

 
◎会場変更	 

○A146、B143、C139、D135、E140、F139、G144、H140、I122、J126、K132、

L126	 

	 「ZOO!桜丘生物部展」	 

	 会場名：愛知淑徳中学・高校⇒東星中学校	 

○A148、B147、C145、D139、E142、F142、G146、H142、I123、J127、K134、

L128	 

	 「高蔵父母懇おしゃべり広場 2015」（佐野冬子とゆかいな仲間たち）	 

	 会場名：東星中学校⇒愛知淑徳中学・高校	 

○A172、B177、C172、D155、E167	 、F179、G177、H170	 

「ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間パネル展」（加藤登喜枝）	 

会場名：愛知淑徳中学・高校⇒椙山女学園大学	 

○E130、F131	 「魔法の楽器	 一五一会を弾いてみよう」（板倉寛）	 

	 	 会場名：椙山女学園大学⇒愛知淑徳中学・高校	 

	 ○E284、F289、G281	 「樹脂粘土で作るスィーツアクセサリー」（花木栄子）	 

	 	 会場名：椙山女学園大学⇒愛知淑徳中学・高校	 

○G157、H150	 「サダ坊のギターとバイオリンのライブ講座」（大橋浩二，板

倉寛）	 

	 	 会場名：椙山女学園大学⇒愛知淑徳中学・高校	 

	 ○G202、H195	 「＊サンキャッチャー作り＊」（ととじ屋ととじさん）	 

	 	 会場名：椙山女学園大学⇒愛知淑徳中学・高校	 

	 ○G220	 「爽快！和太鼓をたたこう」（和・わ・和太鼓）	 

	 	 会場名：椙山女学園大学⇒星ヶ丘小学校	 

 

パンフレット	 
	 ○講座ガイド(旧)の訂正に加えて、裏表紙の地図	 

	 	 会場名：星東中学校⇒東星中学校	 

	 

サマセミ新聞	 
〔３〕星ヶ丘企画	 

	 ○手こぎボートの漕ぎ方	 

	 	 	 19 日 2 限	 ⇒	 18 日 1 限	 



	 

旧講座ガイド(青色)の情報漏れ一覧	 
Ｆ１０３，Ｇ１０６	 名古屋のニホンリスや野生動を知って守ろう	 【連続講座】19 日

2・3 限	 
●支援のため新品トイレットペーパー一人一巻き寄付をお願い ●持ち物:メモ、筆記用具 ●申込先:守山リス研究会 ●申込

先:052-795-2616 ●申込先 E-mail:risuken@kzc.biglobe.ne.jp ●関連ページ:http://www.asahi-net.or.jp/̃fb4m-iszk/risuken 

	 

Ｇ１０８，Ｈ１０３	 NOeSIS オフ会	 

●持ち物:スマホ ●申込先:gasoburo@gmail.com ●申込先 E-mail:gasoburo@gmail.com 

●関連ページ:http://gasoburo.wpblog.jp/noesis-ohukai 【連続講座】19 日 3・4 限	 

	 

Ｇ１０９，Ｈ１０４	 TRPG をしよう	 

●定員:5 名  ●申込先:瀬邉 ●申込先 E-mail:nippon_houshi@i.softbank.jp 【連続講座】19 日 3・4 限 

	 

Ｅ１０７，Ｆ１１０，Ｇ１１６，Ｈ１１２	 初心者～上級者歓迎■コスプレを楽し

もう♪	 

●持ち物:カメラ・筆記用具・コスプレをする方は衣装等ご用意下さい(レンタル若干数有) 【連続講座】19 日 1～4 限 

	 

Ａ110，Ｂ111，Ｃ114，Ｄ114，Ｅ110，Ｆ112，Ｇ119，Ｈ116，Ｉ105，Ｊ106，Ｋ

107，Ｌ107	 

杜若でＧＯ！！ver２０１５	 

●定員:30 名 ●持ち物:Ｎゲージ持ち込み可 ＰＳ２対応ソフト（電車でＧＯ）持ち込み可  【連続講座】18 日、19 日、20 日 

	 

Ｇ００１，Ｈ００１	 草食投資隊 in サマセミⅡ「お金の育て方」	 

●定員:200 名 ●申込先:後藤誠治 ●申込連絡先:052-991-1545 ●申込先 E-mail:pde03027@nifty.com 【連続講座】19 日 3・4 限 

	 

ＷＢ03，ＷＣ02，ＷＤ01，ＷＦ01，ＷＧ01，ＷＨ01，ＷＪ01，ＷＫ01，ＷＬ01	 

デザイン・マンガ・ゲーム業界のお仕事体験	 

●申込先:名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先:0120-532-758 ●関連ページ:http:www.nca.ac.jp  

●集合場所:名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間:11:30 【連続講座】18 日 2～4 限、19 日 2～4 限、20 日 2～4 限 

	 

ＷＢ04，ＷＣ03，ＷＤ02，ＷＦ02，ＷＧ02，ＷＨ02，ＷＪ02，ＷＫ02，ＷＬ02	 

洋菓子・パン・カフェ・調理のお仕事体験	 

●持ち物:ハンドタオル。靴下（履いてきてください） ●申込先:名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先:0120-532-758 

●関連ページ:http://www.nca.ac.jp ●集合場所:名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間:11:30 【連続講座】18、19、20 日 



 

ＷＢ05，ＷＣ04，ＷＤ03，ＷＦ03，ＷＧ03，ＷＨ03，ＷＪ03，ＷＫ03，ＷＬ03	 

ペット・動物・海洋業界のお仕事体験	 

●申込先:名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●申込連絡先:0120-532-758 ●関連ページ:http://www.nca.ac.jp  

●集合場所:名古屋コミュニケーションアート専門学校 ●集合時間:11:30 【連続講座】18 日 2～4 限、19 日 2～4 限、20 日 2～4 限 

	 

Ａ１３６，Ｂ１２９，Ｅ１２９，Ｆ１３０	 楽しく作る♪デコカップケーキ	 

●定員:20 名(先着順) ●費用:１人 600 円 ●持ち物:エプロン・三角巾(バンダナ)・ふきん 【連続講座】18日 1・2 限、19日 1・2 限 

	 

Ｅ１３０，Ｆ１３１	 魔法の楽器	 一五一会を弾いてみよう	 

●定員:10 名●申込先:板倉 寛 ●申込連絡先:090-1271-6194 ●申込先 E-mail:hiroti62@gmail.com 【連続講座】19 日 1・2 限 

	 

Ｇ１３５，Ｈ１３２	 アカペラライブ in サマセミ	 【連続講座】19 日 3・4 限 

●定員:150 名●申込先:出演を希望する団体の代表は、事前にご連絡下さい。 ●申込先 E-mail:takatoratakatora@gmail.com 

	 

Ｅ１３２，Ｆ１３３，Ｇ１３６，Ｈ１３	 耳つぼジュエリー施術体験講座	 

●費用:500 円 ●申込先 E-mail:info@mimitsubo-kenkou.com ●関連ページ:mimitsubo-kenkou.com 【連続講座】19 日 1～4 限	 

	 

Ｅ１３７，Ｆ１３６，Ｇ１４２，Ｈ１３８	 世の中をオレンジ色にしよう！【連続講座】

19 日 1～4 限 ●定員:30 名(先着順) ●持ち物:興味心 ●申込先 E-mail:nagoyatoyrun.iinaa@gmail.com ●関連ペー

ジ:http://nagoyatoyrun.iinaa.net/  

	 

ＷＥ０１，ＷＦ０４	 	 ＷＥ０２，ＷＦ０５	 岡崎空襲慰霊祭参加	 

●集合場所:岡崎市康生通西 シビコ西広場 ●集合時間:08:50 【連続講座】19 日 1・2 限 

	 

Ｅ１４３，Ｆ１４４	 作って食べよう！いなり寿司	 PART1	 

●定員:20 名(先着順) ●費用:実費（300 円程度） ●持ち物:エプロン、三角巾 ●申込連絡先:0566-76-5105 【連続講座】19 日

1・2 限 

	 

ＷＥ０３，ＷＦ０６，ＷＧ０４，ＷＨ０４	 ディベート観戦講座（裁判員制度を

論題に）	 

●定員 :80 名 (先着順 ) ●持ち物 :昼食、筆記用具  ●申込先 :全国教室ディベート連盟東海支部  ●申込先

E-mail:debatekouza@gmail.com ●関連ページ:http://tokai.nade.jp/ ●集合場所:金城学院大学 N1 号館 ●集合時間:10:00 【連

続講座】19 日 1～4 限 

	 

Ｆ１５０，Ｇ１５５，Ｈ１４８	 集え!オリコス!	 



●持ち物:ウィッグ衣装･カメラなど ●申込先 E-mail:re0i5me1io@gmail.com 	 

	 

ＷＥ０４，ＷＦ０７，ＷＧ０５，ＷＨ０５	 ドニチエコきっぷでサイコロの旅	 

●持ち物:ドニチエコきっぷ ●申込先 E-mail:change_my_daiya_anime@yahoo.co.jp ●集合場所:名古屋駅金の時計広場  

●集合時間:09:29 【連続講座】19 日 1～4 限 

	 

Ｅ１５１，Ｆ１５１	 アロマスプレー作り	 	 

●定員:15 名(先着順) ●費用:材料費 ５００円 ●申込先:sky319h-k924y@softbank.ne.jp ●申込連絡先:080-4300-7905  

●申込先 E-mail:sky319h-k924y@softbank.ne.jp ●関連ページ:http://ameblo.jp/new-sweet-smell/ 【連続講座】19 日 1・2 限 

 

ＷＥ０５，ＷＦ０８	 Let's	 enjoy	 tennis!	 	 【連続講座】19 日 1・2 限 

●定員:10 名 ●持ち物:運動のできる服装とテニスシューズの着用。できればラケット。 ●申込先:名経大市邨高校女子テニス

部顧問 土田豊彦 ●申込連絡先:052-721-0161 ●申込先 E-mail:tsuchihiko@yahoo.co.jp ●集合場所:名経大市邨高校 ●集

合時間:00:00  

	 

ＷＥ０６，ＷＦ０９	 ビジネスマナーを学ぼう☆	 

●定員:10 名(先着順) ●持ち物:筆記用具・制服着用 ●申込先 E-mail:hirano@doho-h.ed.jp ●集合場所:同朋高等学校総合実

践室  ●集合時間:09:00 【連続講座】19 日 1・2 限 

	 

Ｅ１６４，Ｆ１７０	 みんな集まれ！ポケモンバトル大会！	 

●持ち物:３ＤＳ ポケットモンスター、オメガルビー、アルファサファイアのいずれか 	 

	 

Ｆ１７１，Ｇ１６９，Ｈ１６３	 俺と一緒に「ダブルクロス」しませんか？	 

●定員:5 名 ●申込先:浜島健人 E-mail:hama.kent@gmail.com 	 

	 

ＷＥ０７，ＷＦ１０，ＷＧ０６，ＷＨ０６	 浜名湖ｸﾞﾙｯとﾁｬﾘ旅	 

●定員:7 名(先着順) ●費用:交通費 3000 円+昼飯代 3000 円 ●持ち物:輪行装備+ヘルメット、ライト、手袋 ●申込先:菅沼 章  

●申込先 E-mail:a1230@ma.ccne.ne.jp ●集合場所:金山総合駅 ●集合時間:07:00 【連続講座】19 日 1～4 限 

	 

Ｅ１７１，Ｆ１８４	 銅の旅～元素は七変化してなお不滅	 

●定員:20 名 ●申込先 E-mail:masasuma@water.sannet.ne.jp 【連続講座】19 日 1・2 限	 

	 

Ｅ１７４，Ｆ１８６，Ｇ１８３，Ｈ１７９	 染め花	 ●定員:10 名(先着順) ●費用:１０００円 ●持

ち物:タオル	 

	 

Ｅ１７６，Ｆ１８７	 豆うちわに押し花を飾ろう！	 【連続講座】19 日 1・2 限 



●定員:15 名 ●費用:500 円 ●持ち物:はさみ、ティッシュペーパー ●申込先 E-mail:flower.masae.7050@docomo.ne.jp  

 

Ａ１８７，Ｂ１９５，Ｅ１８１，Ｆ１９１	 perfume のダンスを踊ろう！	 

●持ち物:飲み物、動きやすい服装 【連続講座】18、19 日 1・2 限	 

	 

Ｇ１８９，Ｈ１８４	 プリザーブドフラワー(フラワーアレンジ)	 

●定員:20 名 ●費用:1700 円 ●持ち物:はさみ、ピンセット(お持ちの方)、お持ち帰り用袋 ●申込先:奥野靖子  

●申込連絡先:09081566654 【連続講座】19 日 3・4 限 

	 

Ｅ１８６，Ｆ１９４，Ｇ１９２，Ｈ１８６	 UV レジンでアクセサリーを作ろう！	 

●定員:25 名(先着順) ●費用:500 円 ●持ち物:筆記用具 ●申込先 E-mail:akatuki.chinatu@gmail.com  

●関連ページ:http://ameblo.jp/akatuki-chinatu/ 【連続講座】19 日 1～4 限 

	 

Ｇ１９３，Ｈ１８７	 巨大プリンを作ってみよう！	 

●定員:80 名 ●費用:２５０円 ●持ち物:エプロン、三角巾 【連続講座】19 日 3・4 限	 

	 

Ｇ２０２，Ｈ１９５	 ＊サンキャッチャー作り＊	 

●定員:7 名(先着順) ●費用:1000 円～（選ぶ素材により異なります） ●申込先:E-mail にて（katayamakazunari@yahoo.co.jp）  

●申込先 E-mail:katayamakazunari@yahoo.co.jp 【連続講座】19 日 3・4 限 

	 

Ｇ２０３，Ｈ１９６	 自分らしい未来へ向かって一歩踏み出そう！	 

●定員:16 名(先着順) ●持ち物:筆記用具 ●申込先:松本結花 ●申込先 E-mail:office@kokorofarm.com 【連続講座】19 日 3・4 限 

	 

Ｇ２０６，Ｈ１９８	 歴史とは人を知ること～本当の歴史教育	 

●定員:60 名 ●持ち物:筆記具 ●申込先:プロジェクトＭ ●申込先 E-mail:m.inoue@safety-m.co.jp 【連続講座】19 日 3・4 限 

	 

Ｆ２０８	 夏ランチ＆ティタイム	 

●定員:25 名(先着順) ●費用:５００円 ●持ち物:筆記用具、エプロン、ハンドタオル  

●申込先:愛知黎明高校 熊沢まで ＦＡＸ（０５６７）６８‐４４９２  

	 

Ｅ２０４，Ｆ２１１	 光ヶ丘の練習をご覧下さい	 

●申込連絡先:0564-51-5651 ●申込先 E-mail:kiyoko@hikarigaoka-h.ed.jp 【連続講座】19 日 1・2 限	 

	 

Ｇ２１６，Ｈ２１１	 食は人の”心と体”をつくる大切なものです	 

●定員:20 名 ●持ち物:鏡（顔全体がうつる）、筆記用具 【連続講座】19 日 3・4 限	 

	 



Ｇ２１８，Ｈ２１５	 	 大人かわいい	 パワーストーンブレス	 

●定員:20 名(先着順) ●費用:1500 円 ●持ち物:筆記用具 ●申込先:林 煕崇 ●申込先 E-mail:h.hayashi@beach.ocn.ne.jp  

●関連ページ:http://flab.phys.nagoya-u.ac.jp/ 【連続講座】19 日 3・4 限 

	 

Ｅ２１０，Ｆ２２３	 遊戯王をする会	 ●持ち物:デッキ 【連続講座】19 日 1・2 限	 

	 

Ｅ２１８，Ｆ２３１，Ｇ２３０，Ｈ２２８	 麻雀	 

●持ち物:麻雀牌 ●申込先:名古屋国際高校 ●申込連絡先:090-6614-5866 【連続講座】19 日 1～4 限 

	 

Ｅ２２５，Ｆ２３７	 バレーボールで遊ぼう！	 ●持ち物:動きやすい服装・水分・タオル 【連続講座】

19 日 1・2 限	 

	 

Ｅ２３１，Ｆ２４２，Ｇ２３９，Ｈ２３４	 バトスピやろうぜ（第 3 回皇帝杯）	 

●費用:小中学生 300 円、高校生以上 500 円 ●持ち物:デッキ、コア、ソールコア、ボールペン ●申込先:ホームページ  

●関連ページ:http://blog.goo.ne.jp/kouteihai 【連続講座】19 日 1～4 限 

	 

Ｅ２３２，Ｆ２４３，Ｇ２４０，Ｈ２３５	 楽しく素敵なﾋﾞｰｽﾞ作品を作りましょう！【連続講座】19

日 1～4 限 

●費用:300 円～800 円 ●持ち物:ハサミ、可能であればボンド ●申込先:嶋津正子 ●申込連絡先:058-370-3062 	 

	 

Ｇ２４１，Ｈ２３６	 ヒマラヤの風になれ!̃2015̃	 【連続講座】19 日 3・4 限 

●定員:40 名 ●申込先:kingo@tigers-net.com ●申込連絡先:0564313917 ●申込先 E-mail:kingo@tigers-net.com  

	 

Ｆ２４８，Ｈ２６６	 ハッピー心理学講座	 【連続講座】19 日 2 限、19 日 4 限 

●定員:30 名 ●申込先:facebook,携帯電話,メール等 ●申込連絡先:090-3792-3588 ●申込先 E-mail:sige3558@me.com 

	 

Ａ238，Ｂ245，Ｃ233，Ｄ219，Ｅ235，Ｆ249，Ｇ244，Ｈ238，Ｉ186，Ｊ200，

Ｋ198，Ｌ180	 

ようこそ！癒しの空間♪淑徳サロンへ	 

●費用:100 円 【連続講座】18 日 1～4 限、19 日 1～4 限、20 日 1～4 限 

	 

Ａ241，Ｂ248，Ｃ237，Ｄ222，Ｅ237，Ｆ251，Ｇ246，Ｈ240,Ｉ189，Ｊ202，

Ｋ201，Ｌ182	 

ディップアート（アメリカンフラワー）	 

●費用:1000 円 【連続講座】18 日 1～4 限、19 日 1～4 限、20 日 1～4 限 

	 



Ｅ２５１，Ｆ２６１	 青年のビリヤード講座● 

費用:実費がかかります ●申込連絡先:090-1533-0499 【連続講座】19 日 1・2 限	 

	 

Ｃ２４６，Ｄ２３０	 Ｇ２５６，Ｈ２４６	 英語の発音のこつ教えます	 【連続講座】18 日 3・4 限、19

日 3・4 限 

● 定 員 :20 名  ● 持 ち 物 : 英 和 辞 典  ● 申 込 先 : 加 藤 光 男  ● 申 込 連 絡 先 :090-4851-5039 ● 申 込 先

E-mail:mitsu-mike@docomo.ne.jp 

	 

Ｇ２５９，Ｈ２４８	 作って食べよういなり寿司	 PART２	 	 

●申込先:安城学園高校 ●申込連絡先:0566-76-5105 【連続講座】19 日 3・4 限	 

	 

Ｇ２６４，Ｈ２５１	 日福大付高校演劇部劇団ゆりのき	 公開稽古	 【連続講座】19 日

3・4 限 

●定員:15 名(先着順) ●申込先:演劇部顧問 森あゆみ ●申込連絡先:0569-87-2311 ●申込先 E-mail:mori@n-fukushi.ac.jp  

	 

Ｅ２６９，Ｆ２７２，Ｇ２６５，Ｈ２５３	 あなたにもできる和太鼓！講座	   

●持ち物:汗をかいてもいい、動きやすい服装で！ 	 

	 

Ｅ２７１，Ｆ２７３	 日本人ならやっぱり浴衣で美力アップ♡	 

●定員:20 名(先着順) ●費用:２０００円 ●持ち物:腰ひも２本、タオル２本、前板（もしあれば） ●申込先:安藤直美  

●申込先 E-mail:naomi-yoo-@c.vodafone.ne.jp 【連続講座】19 日 1・2 限 

	 

Ｅ２７５，Ｆ２７９，Ｉ２００，Ｊ２１４	 Let's	 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ！	 【連続講座】19 日 1・2

限、20 日 1・2 限 

●定員:20 名 ●費用:100 円 ●持ち物:体育館シューズ、持っている方はﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝのラケット、タオル、運動ができる服装。 

	 

ＷＥ１０，ＷＦ１３，ＷＧ０８，ＷＨ０８，ＷＩ０９，ＷＪ１１，ＷＫ０９，Ｗ

Ｌ０９	 

ミステリー写真撮影	 ●定員:5 名(先着順) ●費用:２万円 ●持ち物:カメラ、機材、宿泊用意 ●申込先:伊藤哲夫 

 ●申込連絡先:08030788600 ●集合場所:享栄高校 ●集合時間:08:00 【連続講座】19 日 1～4 限、20 日 1～4 限 

	 

Ｇ２７１，Ｈ２５９	 ちびっこ集まれ！サッカー教室	 	 

●定員:30 名 ●持ち物:運動のできる服装、サッカーボール、水筒、タオル 【連続講座】19 日 3・4 限	 

	 

Ｆ２８１，Ｇ２７２	 	 フォト☆ラバーズ	 in	 サマセミ 2015	 

●定員:10 名(先着順) ●持ち物:デジカメ（カメラ機能対携帯電話でも可） 【連続講座】19 日 2・3 限	 



	 

Ｆ２８５，Ｇ２７４	 2015 年夏の風景を撮ろう！	 ●持ち物:デジカメ(スマホも可)が良い 【連続講座】

19 日 2・3 限 

	 

Ｅ２７９，Ｆ２８６	 40 歳からのﾀﾞﾝｽ＆顔のﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ	 ●持ち物:スポーツドリンク 【連続講座】

19 日 1・2 限	 


