
日本百名山にも選ばれる、安達太良連峰

の主峰、標高1,700mの安達太良山。その

美しい紅葉・景色、雄大な大パノラマをお

楽しみください。 

［  裏磐梯グランデコ  ］国立公園を体感！トレッキング倶楽部

グリーンシーズンはトレッキング
ガイド、ウィンターシーズンはSIA
グランデコスノーアカデミーの
校長を務める。豊富な経験と知
識で、魅力溢れる裏磐梯をご
案内。

金子 治仁講師

●旅行代金：12,000円（宿泊料・朝食代・昼食代・
　　　　　　バス代・ガイド代・ゴンドラ往復乗車代込）
●募集人員：20名 ※最少催行4名
●締切：9/23（火）
●テーマ：10月「紅葉の大パノラマ 人気の
　　　　 安達太良山へ登る！ 金子校長と
　　　　 行くガイドトレッキングツアー」

10月5日(日)～6日(月) 2日間

写真に興味はありませんか？プロのカメ

ラマンと一緒に日光・鬼怒川を旅しなが

ら、思い出の一枚を残すお手伝いをさせ

ていただきます。 

［  鬼怒川  ］〜カメラを持って鬼怒川を旅しよう〜 思い出フォトツアー

日本広告写真協会所属。IIHF
ソチオリンピック男子アイスホッ
ケー予選オフィシャルフォトグラ
ファーを務める。

講師10月20日(月)～21日(火) 2日間

真っ白い磁器に転写紙で絵付けして、オ

リジナルのマグカップと小皿を作ります。

自分だけのテーブルウェアで、ティータイ

ムも楽しく♪

［  勝　浦  ］ときめき体験教室 ポーセリンアート教室

プリザーブドフラワースクール
主宰。日本ヴォーグ学園のイ
ンストラクターも務め活躍中。

Celebrate
高橋 智子

山中 美光

講師

●参加費：3,500円（講習費・材料費込／送料別）
●募集人員：6名 ※3名未満中止
●締切：定員になり次第
●テーマ：10月「ポーセリンアート教室」
※お預かりして焼き付けますので、当日は
　お持ち帰りいただけません。

10月19日(日)  10:00～12:00

昨年、台風の影響で見る事ができなかっ

た赤面山の紅葉を見るため再度企画いた

しました。紅葉が一望できる赤面山からの

景色は迫力がありとてもオススメです。

［  那　須  ］トレッキングサークル「なすやま愛好会」

那須山岳救助隊。那須岳の
パトロール、自然の保全活動、
レスキューに携わり、那須岳の
エキスパートで皇室のガイドな
ども務める。

●旅行代金：18,000円（宿泊料・朝食代・
　　　　　 昼食代（お弁当）・夕食代・
　　　　　  ガイド代・ゴンドラ代込）
●募集人員：15名 ※最少催行6名
●締切：9/29（月）　
●テーマ：10月「再挑戦！迫力ある赤面山の
　　　　  紅葉を巡る」

10月13日(月)～14日(火) 2日間 高根沢 勲
山梨県西八代郡市川三郷町
在住。山梨県内初の日本野
菜ソムリエ協会ジュニア・アス
リートフードマイスター資格取
得者。

芦澤 香苗 講師

4
回

5月 8月 9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月 済 済13

回
7月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月
済 済 済 済

5
回
4月 5月 7月 9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月

7
回

8月
10月 11月 12月 1月 2月 3月
済 済 済 済 済

4
回

5月 済 済 8月 9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月

4
回

6月 8月 9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月 済 済

20
回

7月 8月 9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月
済 済 済

［  箱根甲子園  ］写真撮影会

野菜ソムリエの案内で山梨県各地の収

穫体験や簡単クッキング教室、ご当地味

めぐりなど山梨の味覚や地元の方々との

ふれあいをお楽しみください。

講師

●旅行代金：18,000円（宿泊料・朝食代・昼食代・
　　　　　　 夕食代・バス代・ガイド代込）
●募集人員：15名 ※最少催行5名
●締切：11/11（火）
●テーマ：11月「柚子の収穫と
　　　　 そば作り体験」

11月18日(火)～19日(水) 2日間

伊東市宇佐美沖の海上で船釣りを楽しみま

す。釣った魚は喰い道楽“福寿丸”にて調理し、

皆様でご夕食としていただきます。年間で一番

大きな魚を釣った方には素敵なプレゼントが！
伊東市の宇佐美で漁を学ぶ。
長年の豊富な経験を生かし、
現在は宇佐美港で釣船“嘉
丸”を営み、釣りの素晴らしさ
を教え続けている。

大高 嘉晴講師

●参加費：8,500円
　　　　（夕食代・乗船代・釣竿代・餌代込）
●募集人員：12名 ※4名未満中止
●締切：定員になり次第
●テーマ：10月「皆で釣ろう船釣り体験」
●特典：アーリーチェックイン10：00～

10月2日(木)  12:10～19:40

写真撮影技術の向上と、季節毎の箱根の

素晴らしさを再発見する撮影会。撮影し

た写真はホテル帰館後にベストショットを

選定し、後日多目的室に展示予定です。

社団法人 二科会写真部神
奈川支部員、神奈川県西写
真連盟副会長を務める。サー
クル“DON”（Canonフォトクラ
ブ小田原）会員。

澤地 弘講師

●参加費：2,000円（材料費・講習費込）
●募集人員：8名
●締切：定員になり次第
●テーマ：11月「紅葉（予定）」

11月21日(金) 9：30～14：00（予定） 

秋の仙石原を散策しながら、秋の実物を

収穫してみましょう！ご自分で収穫した実

物を使って、リースを作ったり、絵を描いて

みませんか。

生まれも育ちも箱根町。アウト
ドアならなんでもこなす器用さ
と、その人柄に惹かれて参加
されるお客様も多数。

●参加費：6,300円（講師料・お茶代込）
●募集人員：10名
●締切：定員になり次第
●テーマ：10月「秋の実物を探して」

10月19日(日)  13：00～15：00 桜井 清講師

［  伊　東 ］“伊東で海釣り”大迫力の船釣りツアー

［  山中湖マウント富士  ］山梨の野菜ソムリエがご案内！ 山梨・食の旅

［  VIALA箱根翡翠  ］翡翠の周辺散策〜秋の実物を探して〜

4
回

済 5月 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月

インド政府公認 シヴァナンダ
ヨガ講師。全米ヨガ アライア
ンス公認講師。

和田 理加

4
回
4月 5月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月

熱海伊豆山が誇るロケーションと朝日、

夕日を眺めながらゆっくりとカラダをほぐ

します。スパトリートメントも取り入れ、そ

の後にはヘルスチェックも行います。

講師

●参加費：31,428円（宿泊料・朝食代・夕食代・
　　　　 講習費・スパトリーメント代込） 
             ※VIALA客室をご利用の場合：
　　　　　 26,892円＋室料
●募集人員：12名 ※2名未満中止
●締切：定員になり次第
●テーマ：12月「デトックス～心と身体の浄化～」

12月14日(日)～15日(月) 2日間

［  熱海伊豆山  ］ヨガセラピー〜ビューティ＆リラックス〜

●旅行代金：8,000円（宿泊料・朝食代・
　　　　　  昼食代・講師代込）
　　　　　  ※夕食代は含まれておりません
●募集人員：7名 ※最少催行2名  
●締切：定員になり次第
●テーマ：10月「秋の風景」

（釣船“嘉丸”スタッフ同行）

済 済

済

［  箱根明神平  ］箱根森林ウォーキング

11月は仙石原のレイクアリーナを出発し姥

子〜大涌谷をトレッキングする少し長めの

コースです。箱根観光の中心地、大桶谷

の裏側で紅葉狩りを楽しみましょう！

箱根仙石原出身・在住。ハコ
ネマウンテンリッパー経営。国
内外にて山・海での刺激的な
発見を求めアウトドアツアー
に多数参加。

鈴木 教仁講師

●参加費：4,000円（昼食代（お弁当）・
　　　　 ガイド代込）
●募集人員：10名 ※4名未満中止
●締切：10/30（木）
●テーマ：11月「紅葉の大涌谷トレッキング」

11月6日(木)  10：00～14：30

7
回

済 済 済 済 済8月
10月 11月 12月 1月 2月 3月 【10月も募集中】

開催日：10月7日（火）  締切：9月27日（土）  

【9月も募集中】
開催日：9月28日（日）～29（月） 
締切：定員になり次第

各施設ページではヨカデミー対象イベントにこちらのマークを付けて紹介しております

※下記以降の開催につきましては、タイムズ各施設ページにて随時ご案内いたします

リゾートライフを充実させる楽しみ方をご提案します。

ホテルに滞在しながら楽しむ趣味の時間、それが「ヨカデミー」。

カルチャー、グルメ、トレッキング、アウトドア体験など、

各ホテルの特長をいかした様 な々企画を

講師の指導のもとお気軽に体験いただけます。

● 講師が指導いたしますので、気軽に楽しむだけでなく、

　 内容もしっかりと学んでいただけます

● ひとつの企画に毎回違ったテーマを設けて複数回開催しますので、

　 お好みのテーマや季節に合わせてご参加いただけます

ヨカデミーのポイント



膝や腰に負担をかけず、筋力・体力のアッ

プを図ります。体力に自信のない方でも大

丈夫！自分のペースでご参加いただけま

す。

インターハイ3位。マスターズ
水泳日本記録樹立。運動指
導歴26年。タラソテラピー（海
洋療法）や温泉療法などを幅
広く研究。新静岡スポーツク
ラブ・ホークワン支配人。

官田 康範講師

●参加費：2,700円
　　　　 （レッスン代・昼食代込）
●募集人員：25名 ※10名未満中止
●締切：定員になり次第
●テーマ：10月「安全・効果的な
　　　　 アクアウォーキング」

10月5日(日)  10:30～13:00

［  静波海岸  ］アクアフィットネス〜水中運動の楽しみ方〜 

椅子に座ってお手前をする立礼式の煎茶

道です。ご自宅でも気軽に、おいしいお茶

を楽しむノウハウを学びます。お茶と季節

のお菓子をお楽しみください。

黄檗賣茶流師範。大阪府高槻
市の廣智寺にて黄檗賣茶流
宗匠、若宗匠より煎茶道を学
ぶ。2011年6月より株式会社 
土企画を設立。現在は様々な
イベントに参加、主催している。

唐木 岱仙講師

●参加費：3,000円（ワークショップ代・
　　　　 お茶菓子代込）
●募集人員：15名 ※10名未満中止
●締切：10/16（木）
●テーマ：10月「秋の煎茶とお茶菓子を
　　　　 楽しむ」

10月26日(日) 13:30～15：00

多くの野鳥、昆虫や植物など自然の宝庫として

知られている摩耶山。夜景のイメージがございま

すが、トレッキングにもオススメです。神戸の街

を一望しながら、秋の訪れを感じてみませんか。
昭文社の山と高原地図「六
甲・摩耶」踏査執筆。六甲山
登山地図・ガイドブックの著
者が六甲山を楽しく歩ける
コースをご紹介。

白馬堂Rokko 
浅野 晴良

講師

●参加費：5,000円（昼食代・バス代・
　　　　 ガイド代・ロープウェイ代込）
●募集人員：15名 ※最少催行10名 
●締切：定員になり次第
●テーマ：10月「摩耶山」

10月28日(火)  8：00～15：50
 

“京都写真家協会”の方を講師に一眼レフ

カメラの使い方を教わってみませんか？最

終回はしょうざんの庭園にて舞妓さんの

撮影を行います。

1941年生まれ。京都写真家協
会会長。日本広告写真家協会
会員。日本写真家協会会員。

●旅行代金：9,800円（昼食代・施設入場料・
　　　　　  移動タクシー代込／宿泊料別）
●募集人員：25名 ※最少催行10名 
●締切：10/25（土）
●テーマ：11月「しょうざんの庭園での
　　　　 舞妓さん撮影」 

11月5日(水)  9：00～15：00
 

京都写真家協会 

 

1953年生まれ。京都写真家協
会副会長。第6回京都現代写真
作家展初出品、優秀賞受賞。

小幡 豊

 

講師

「作る楽しみから使う楽しみに」をモッ

トーに当日だけでなく、その後も末永くお

使いいただける作品を作りましょう。体験

終了後はランチをお楽しみください。

1979年に陶芸サロン炎を
オープン、同年9月より陶芸教
室開始。1999年かんざんじ工
房オープン。観光体験陶芸を
開始。

荒川 寿恵子講師

●参加費：5,400円（講師代・昼食代込）
●募集人員：10名 ※4名未満中止
●締切：開催日1週間前
●テーマ：12月「食器を作ろう」
※日程など詳細につきましては決定次第
　タイムズにてご案内いたします

12月上旬  10:00～13:00

耐久性に優れた越前和紙を使用した雑貨や

アクセサリーを製作し、越前和紙の歴史など

も一緒に学びましょう。体験後は講師と一緒

にラウンジ「伊炉里」でランチ会も開催します。

●参加費：3,300円（材料費・体験代・
　　　　 昼食代込）
●募集人員：20名 ※5名未満中止
●締切：10/31（金）
●テーマ：11月「和紙で作るコサージュ」（予定）

11月8日(土) 10：00～13：00 講師

［  京都アーバンステージ  ］

［  有馬六彩  ］有馬山旅倶楽部

［  スキージャム勝山  ］越前和紙で作る オリジナル小物製作とイタリアンランチ会

［  浜名湖  ］陶芸教室

［  南紀田辺  ］黄檗賣茶流 煎茶お手前体験

「越前和紙の里」の紙漉き体
験施設パピルス館スタッフ。
普段パピルス館で紙漉き体
験を指導している。

山本 祐結子

安楽寺を始めとした歴史的な建造物を

巡る観光トレッキングです。昼食には松

茸のコース料理もご用意しておりますの

で秋の味覚を存分お楽しみください。
皆様に喜ばれ親しみ溢れる観
光ガイドの推進に努め、各種
講習会、研究会及び現地研
修会等を実施。

須坂
タクシー協会

本間 敦

講師

●旅行代金：9,800円（昼食代・バス代込）
●募集人員：30名 ※最少催行15名  
●締切：10/28（火）
●テーマ：11月「秋の味覚松茸づくしと
　　　　 信州の鎌倉別所」 

11月4日(火)  8：30～16：30

長野・新潟の県境に位置する総延長80km

を、全7回に分けて全線制覇を目指します。達

成された方には、NPO法人 信越トレイルクラ

ブ認定の「信越トレイル全線踏破証」を発行。
信越トレイルのメイントレイル
を全て歩き、信越トレイルに関
わる自然・文化・歴史の知識
を有する。日本赤十字社の救
急法一般講習修了者である。

信越トレイルクラブ
公認ガイド

講師

●旅行代金：5,400円（バス代・ガイド代・
　　　　 　昼食代（お弁当）込）
●募集人員：30名 ※最少催行4名
●締切：9/28（日）
●テーマ：10月「神秘的なブナ林と幻の池を歩く」
※次回は10/26（日）の開催です。

10月5日(日)  7:30～17:00

第4回は八ヶ岳山麗駅山梨県の小淵沢、

甲斐小泉エリアに入り三分一湧水（日本名

水百選）に出て、八ヶ岳の登山口として知

られる観音平まで登るコースです。

茅野市北山在住、八ヶ岳山岳
ガイド協会所属。八ヶ岳スー
パートレイルクラブ認定ガイ
ド。

●旅行代金：5,000円（昼食代・ガイド代込）
●募集人員：20名 ※5名未満中止
●締切：0/00（0）
●テーマ：11月「蓼科・壮観な八ヶ岳連峰
　　　　 を眺める」

11月8日(土)  9:00～15:30 須藤 敏和講師

強酸性の水の流れる場所にだけ広がる、

緑の絨毯≪チャツボミゴケ≫。広範囲に

渡り自生する事は珍しく、2012年に中之

条町の天然記念物にも指定されました。

日本のガイド100選に選ばれ
たホテル専属のインタープリ
ター。地域の歴史、文化、自然
に溢れる「何故」を追求する、
頭と身体を刺激するプログラ
ムが好評。

高山 正明講師

●参加費：3,240円（昼食代（お弁当）・
　　　　ガイド代込）
●募集人員：20名 ※6名未満中止
●締切：10/21（火）
●テーマ：10月「温泉水が育む、緑の絨毯」

10月24日(金) 9：00～15：00

ワインを熟知されている本間敦氏を招い

てのワイン講習会。11月はイタリアワイン

をテーマに行います。ワインのスペシャリ

ストと一緒にワインを楽しみましょう！

漫画『神の雫』に登場する
『イタリア長介こと本間長
介』のモデルで、ワインのス
ペシャリスト。現在は株式会
社モトックスにて活躍。

●旅行代金：6,000円（講師代・ワイン代・
　　　　　 おつまみ代込）
●募集人員：20名 ※6名未満中止
●締切：11/2（日）
●テーマ：11月「イタリアワイン」

11月12日(水)  15:00～16:30（予定） 講師

［  軽井沢高原  ］ 〜温泉水が育む、緑の絨毯〜

［  蓼科リゾート  ］ 八ヶ岳の大自然・歴史にふれあう

［  斑　尾  ］四季折々のロングトレイルを歩こう〜信越トレイル制覇〜

［  蓼　科  ］ 本間敦さんとワインを学ぶ

［  蓼科アネックス  ］ その季節にあった食材を楽しむ

軽井沢を熟知した専門家の先生とともに

軽井沢の自然を歩きながら、そこに生息す

る昆虫や鳥、木の名前などを知っていただ

きます。軽井沢の自然を体験しましょう。
軽井沢を拠点に野生動植物の調
査研究および保全活動を行うと
共に、自然の不思議を解き明かす
エコツアーや環境教育を行ってい
るエコツーリズムの専門家集団。

NPO法人
ピッキオ

講師

●参加費：800円（ガイド代込）
●募集人員：20名 ※5名未満中止
●締切：10/29（水）
●テーマ：11月「カラマツの黄葉と
　　　　 野鳥の森散策」

11月5日(水)  8:20～12:00

［  旧軽井沢  ］軽井沢ネイチャーウォッチング

からき  たいせん
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おうばくばいさりゅう

八ヶ岳を眺めながら
「神の雫」本間チョースケこと 

トレッキング＆
観光トレッキング 

八ヶ岳山麓
スーパートレイル 一眼レフカメラのマニュアル操作講習〜初心者向け〜

井上 博義

【10月も募集中】
開催日：10月22日（水）  締切：10月12日（日）

【10月も募集中】
開催日：10月14日（火）  締切：10月7日（火） 

【10月も募集中】
開催日：10月8日（水）  締切：9月28日（日）

済

【9月も募集中】
開催日：9月25日（木）  締切：定員になり次第

≪群馬の達人≫
高山正明と行く!! 


