
MOMMY INTERNATIONAL 
JAPANESE CULTURAL CENTER 

A CULTURE OF RECREATION 

 書道/習字・空手・剣道・ヨガ(女性/男性) 
ピアノ・英会話・日本語 



 幼少期より書道を始める。現在までも年間を通して、 
【日展・読売書法展・県展・書星展・太玄展】の5展覧会に作品を出品し、 
日々自己鍛錬に努めている。 
 日本では所属団体の理事が運営する書道教室にて、幼稚園児から80歳を超える大
人までを、楽しみながら昇級段を分かち合い、向上心を育てる事をモットーとし指導して
いる。 
 海外での取り組みとしては、全ての書道協会の中でも初となる、フィリピンに在住しな
がら、日本での段級取得・認定書発行を可能とするフィリピン支部発展に尽力している。 
 

【受賞歴】 
書星展： 天象賞1回 / 書星会賞1回 / 特選1回 / 入選4回 
書星選抜展：2回 
千葉 県展：入選6回 
讀賣書法展：秀逸1回 / 入選3回 
太玄展 ：入選4回 

書道・習字 

講師 
 
 

社団法人 書星会 師範 

志賀 真容 

このような方におススメです  
 

☑幼少期より正しく美しい文字を身に着けたい 
☑フィリピンでも段級取得をしたい 
☑自分の作品を作りたい 



 江戸時代から伝わる格花、現代に生きる新花・新格花等、様々な花型の基礎と
技術をカリキュラムに沿ってしっかり学べる生け花教室。 
 自分で活けたお花を自宅のリビングに置く、お花のある生活って本当に素敵です。 
お花を通じて仲間に出会い、お互いを高め合いましょう！ 
彩り豊かなお花に向かい、香りに包まれ無になれる時間があなたを待っています。 
 

【経歴】 
 

慶應義塾大学 文学部哲学科 美学美術史学専攻卒 
Glendale Community collage, CA, USAにて上級フラワーアレンジ修了 
10年：いけばなインターナショナルマニラ花展に出展 
11年：アジア開発銀行、東北大震災チャリティイベントにてデモンストレーション 
15年：マニラ日本人会文化祭にて展示、子供生け花無料体験教室開催 
13年に渡り、東京、シドニー、マニラで生け花教室を開催している 

華道・生け花 

講師 
 
 

いけばな未生流中山文甫会 
新花、新格花教授・格花郡会頭 

 

角田 麻甫 

このような方におススメです  
 

☑お花が好きで構図や技術を学びたい子供たち 
★情操教育、忍耐力、集中力、先生の話を聞く力を養いたい！ 

☑将来転勤先や帰国時に生け花の先生になりたい 
★お免状取得も可能です！ 

☑マンネリ化した週末の時間を有効に使いたい 
★生けメンなビジネスリーダー、ビジネスウーマンに！ 



 幼少期より数々の大会でタイトルを獲得し、全日本強化選手にも選ばれた経歴を持
つ。現在は、全日本空手剛柔流会AAK支部(フィリピン支部)に所属し、各国での空手
の普及にも努め、2020年の東京オリンピックを目指している。 
 

【一言】  
 空手道を指導するにあたり、競技力向上だけではなく、空手道を通じて子供達の教育
を行う事を常に心掛けています。挨拶や美しい姿勢、更に困っている友人などがいた場
合に、思いやりのある行動がとれる人になれるよう、指導に努めております。 

 
【大会戦歴】 
 

02年：全日本少年少女空手道選手権大会 6年生女子個人組手 優勝  
06年：全国中学生空手道選手権大会 女子個人組手の部 優勝 
07年：インターハイ  女子団体組手の部 優勝  
08年：全国高等学校空手道選抜大会 個人組手・団体組手 優勝 
08年：インターハイ  女子個人組手 優勝 / 体組手 準優勝  
09年：全日本強化選手 女子組手 – 48kg級  
15年：全日本強化選手 女子組手 – 50kg級 

空手道 

講師 
 

全日本空手道 剛柔会 
AAK支部 

月井 隼南 

このような方におススメです  
 

☑実技だけではなく礼儀作法も身に着けたい 
☑フィリピンでも昇段級試験を受けたい 
☑国際大会に出場したい 



【一言】  

 剣道は、礼に始まり礼に終わるといわれるくらい、礼儀に厳しい武道です。 
確かに剣道は棒切れ(竹刀)で打ち合い、考え方によっては野蛮な競技であります
が、その競技が、喧嘩にもならず続けられるのは、礼がその中にあるからです。相
手を思いやる心、相手に対して自分をきたえてください、という謙虚な気持ち、その
気持ちがあるからこそお互いに思い切りぶっつかっていける。この様な心構えを幼
少時から身に着け素晴らしい人格者として社会へ巣立って頂きたく思う次第です。
是非、日本の伝統の剣道に参加ください。しっかりと指導します。 
 

【経歴】 
 

63年：私立城北高等学校 剣道部所属 
65年：東京都高等学校剣道大会 団体戦 優勝  
          大分国体 東京都代表として出場 
68年：青山学院大学 剣道部所属 
69年：剣道四段 
17年：マニラ剣道クラブにて指導者 

剣道 

講師 
 

剣道四段 

高橋 勉 

このような方におススメです  
 

☑実技だけではなく礼儀作法も身に着けたい 
☑少人数でしっかりと指導を受けたい 

※6歳～15歳が対象となります 



 

世界的に活躍する陰ヨガ講師であり日本にも多くの弟子を持つ、Victor Chng
に師事。現在でも年に2回は師の長期トレーニングに参加し、陰ヨガの学びを深め
ている。 

【陰ヨガとは】 
深い呼吸を行いながら、ポーズを長めにキープし、身体の深層組織に働きかけるこ
とで、柔軟性を高めます。古代からの中医学の経絡研究と最新の解剖学研究に
沿って、筋膜をリリースする方法です。座位、寝位が多いシンプルなポーズ中心に
ゆっくり動くため、ヨガが初めての人でも大丈夫です。 
 

【経歴】 
 

13年:200時間ヴィカサヨガティーチャートレーニング(講師Konstantin Miachin)修了 
14年:50時間陰ヨガティーチャートレーニング(講師Jo Phee)修了 
14年:50時間陰ヨガティーチャートレーニング基礎編(講師Victor Chng修了 
15年:50時間陰ヨガティーチャートレーニング経絡編(講師Victor Chng)修了 

陰ヨガ 

講師 
 

日本人 陰ヨガトレーナー 

星屋 智 

このような方におススメです  
 

☑日本語で正しい陰ヨガを体感したい 
☑日々のストレスや忙しさから解放されたい 
☑これからヨガを始めたい方 

※16歳以上が対象となります 



 幼少期より音楽に触れることは、子どもの感受性を豊かにし、 
その後の成長・人生をより意味あるものにしてくれる可能性があるといわれています。 
 またいろいろな音の要素が複雑に絡みあう音楽に耳を慣らすことは、語学の習得
にも有利になるのではないでしょうか。 
 皆さんに心から音楽を好きになって頂けるよう、楽しいレッスンを目指します。 
 

【経歴】 
5歳でピアノを始める。 
12年：武蔵野音楽大学 音楽学部 器楽学科 ピアノ専攻首席卒業。 
14年：同大学院卒業。 
在学中は、学内における選抜コンサート等に多数出演。 
ピアノを重松聡、エレーナ・アシュケナージに師事。 
ピアノ二重奏をコッホ・中村幸子に師事。 
卒業後は株式会社ヤマハミュージックリテイリングに就職、現在に至る。 
 

ピアノ 
プライベートレッスン  

講師 
 

武蔵野音楽大学 器楽学科
ピアノ専攻 首席卒業 

古城 和貴 

このような方におススメです  
 

☑日本でやっていたピアノをフィリピンでも続けたい 
☑幼少期より感受性を養いたい 
☑お気に入りの曲を弾けるようになりたい 

※ご自宅にお伺いし、プライベートレッスンを行います 



 フィリピン大学在籍、またTOEIC指導経験豊富なフィリピン人
講師が担当いたします。 
 初心者の方には基礎から、中級者以上にはアウトプットに重き
を置きながら、生徒一人ひとりの希望にあった指導を行い、 
生きた英会話を身に着けます。 

英会話 

講師 
 

クリスティーン 
ジアン 

このような方におススメです  
 

☑英語の発音矯正をしたい 
☑インプットだけではなく会話の機会も増やした 
☑自分のレベルに合わせて授業をしたい 



Working in a Japanese company for almost 5 years. 
Exposed to different experienced in Japan 
particularly in Japanese culture, people and way of 
living. 
Passed the Japanese Caregiver licensure exam and 
Japanese Language Proficiency Test N2 level. 

講師 
 

Joy 
Bernadette 

このような方におススメです  
 

☑Japanese Beginner  Support 

☑Support on taking JLPT N4 to N5！ 

☑Practice in everyday Japanese conversation 

Japanese 
Language Class 



クラス 
Class 

月 
Monday 

火 
Tuesday 

水 
Wednesday 

木 
Thursday 

金 
Friday 

土 
Saturday 

書道・習字 
calligraphy - - 15:30-18:30 - 15:30-18:30 

09:00-12:00 
13:30-15:30 

華道・生け花 
Ikebana 

workshop 
- - - - - 14:00-16:00 

16:00-18:00 

空手 
KARATE 

15:30-17:00 16:00-17:30 - 16:40-18:10 - - 

剣道 
KENDO 

- - - - - - 

陰ヨガ 
 Yin Yoga 

- - - - - 09:00-10:15 

(混合クラス) 

ピアノ 
Piano 

15:00-17:30 
BGC - 15:00-17:30 

BGC - - 10:00-17:00 
BGC 

英会話 
English 

13:00-17:30 13:00-17:30 13:00-17:30 13:15-17:30 13:15-17:30 - 

Japanese 
Class 

- - 
17:30-19:00 

Group 
- 

18:00-19:30 
Group - 

★日曜スケジュール(Sunday Class Schedule) 
 

◆陰ヨガ(Yin YOGA Class)：10:30 - 11:45 
◆空手道(KARATE)：14:30 - 17:00 

お問い合わせ For Inquiries 
 

☎：(02)807-2199 / (0998)587-0684 :Eng. / (0998)841-2450 :日本語 

✉：b.villanueva@mommy-int.co.jp : Eng. / k.machida@mommy-int.co.jp : 日本語 

クラススケジュール / Class Schedule 



全教室 
体験会実施中!! 

詳しくはお問い合わせください  


