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Art school for one million adults

多彩な

講座が満載
！

制作指導にあたる講師陣は、日
本アーティストエイド協会が選
定したメンバーです。作家活動
のノウハウと充実した制作指導
で作画力を高めていきます。

３つのポイント
充実した講師の個別指導

新しい切り口の講座企画で、ど
れも絵画表現を豊かにする講座
をめざしています。基礎的な画
力養成に役立つ講座も充実させ
ていきます。 

作家として成長するには作品を
多くの方々に観てもらうことが
欠かせません。積極的に出品す
るための講座やサポートを大切
にしています。 

展覧会サポートを重視 
海外展もおススメ

新しい切り口の企画 
様々な表現を体験初心者も安心

「大人の美術教室」とは？ 「大人の美術教室」開講記念
　　受講者 限定プレゼント

パリ開催の展覧会に無料出品 !!

No.200330

→詳しくはWEBで



＜週末講座・夏の特別講座の概要＞

◯2020 年の受講定員
すべての講座の定員は 12 名ですが、講座ごとに若干実施の定員が異なります。実施人数に達しなかった場
合は開講されませんのでご了承ください。開講に至らない場合は事前にご連絡いたします。
◯受講資格
絵を描きたい方はどなたでも大歓迎です。ヌードデッサンに関しては 18 歳以上になります。
◯受講時間
午前講座 10:00 ～ 12:30 　午後講座 13:30 ～ 16:00 
スケジュールは講座によって異なります。それぞれの項目をご覧ください。
◯お申し込み方法
FAX または郵送でお申し込みいただけます。受講申し込み用紙は資料をご請求いただくか、サイトよりダウ
ンロードしていただき用紙にご記入の上お送りください。
◯受講料
講座によって異なります。また、講座のなかには別途材料費がかかる場合があります。
◯お支払い方法
銀行振込でお願いいたします。受講料のお支払いは開講日の 5日前までにお願いします。
◯お問合せについて
「問い合わせフォーム」をご利用いただけます。お気軽にご利用ください。電話の場合は受付後、事務局担
当者より折り返しご連絡いたします。
◯新型コロナウィルスについて
お申し込み後に新型コロナウィルスが収束に向かってない場合は、講座開催を中止する場合があります、そ
の際は、個別にご連絡の上、受講料を返金いたします。

■教室について
＜新宿教室＞
東京都新宿区百人町 1-12-1
ノーブルビル 7F　若木学園内

＜アクセス＞
JR 山手線『新大久保駅』 西側改札口から徒歩 5分
JR 中央・総武線『大久保駅』　南口から徒歩 5分
JR 山手線・私鉄各線『新宿駅』　B15 番出口から徒歩 11 分
西武新宿線『西武新宿駅』　北口から徒歩 4分
都営地下鉄大江戸線『新宿西口駅』　D5番出口から徒歩 9分

＜運営・お問い合わせ＞
一般社団法人 日本アーティストエイド協会（JaAA）
「大人の美術教室」　事務局
株式会社オブリークデザインアソシエイト
〒106-0032　東京都港区六本木７-8-6  AXALL ROPPONGI 7F
TEL：03-3470-5166
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  受講申込書

申 込 日 年 　  月 　  日

●下記の「受講クラス」のなかから、ご希望の講座をお選びください。、お名前、ご住所など必要事項をご記入いただき、事務局に郵
送でお送りください。メール添付でお送りいただいてもかまいません。
●複数講座を同時に選択の場合は両方に◯をおつけください。
●この「受講申込書」が届きしだい、事務局から確認の連絡をさせていただきます。
●各講座は、申込先着順です。ご希望の講座がすでに定員に達していた場合、振替のご相談をさせていただくことがあります。あらか
じめご了承ください。

大人の美術学教室

年　　　月　　　日

F A X.

ＴE L. Ｅ-ma i l

 

  

  

性 別 ［ 男・女 ］ 氏名（フリガナ）

 

自宅住所（フリガナ）  〒 

 （      ） 

 （      ） 

 

誕生日：　　　月　　　日　
年代：20代・30代・40代・50代・60代以上

印 

 
 

＜教室事務局 記入欄＞

■ご希望の講座に◯をお付けください。（複数可）

＜午前＞

家族を描く写実表現講座

絵画 30 号制作講座

裸婦クロッキー講座

混合技法静物画講座

＜午後＞

動物画講座

人体デッサン講座

裸婦デッサン講座

感性刺激モチーフの具象画講座

＜送付先・お問い合わせ＞
一般社団法人 日本アーティストエイド協会（JaAA）
「大人の美術教室」　事務局

株式会社オブリークデザインアソシエイト
〒106-0032　東京都港区六本木７-8-6  AXALL ROPPONGI 7F
TEL：03-3470-5166



  個人情報保護方針

＜プライバシーポリシー＞
一般社団法人 日本アーティストエイド協会（JaAA）は、 個人情報保護の重要性を認識し「個人情報の保護に関する法律」及び本プラ
イバシーポリシーを遵守し、会員の皆さまのプライバシー保護に努めます。

プライバシー情報とは
プライバシー情報のなかで「個人情報」は、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すもので、生存する個人に関する情報であって当
該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。そのうち
「履歴情報および特性情報」とは，上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご登録いただいた情報、利用環境、郵便番号やユー
ザーのIPアドレス、クッキー情報、端末の個体識別情報などを指します。

＜個人情報保護方針＞
１．基本方針
一般社団法人 日本アーティストエイド協会（JaAA）（以下「当社団法人」）は、創作に従事する会員のサポートを行っています。それら
業務のなかでさまざまな個人情報を取り扱っており、個人情報保護に対し適切な管理体制を取るべき大きな責務を持つと認識して
います。個人情報保護に関する関心と責任意識を常に持つことは重要であり、そのため、以下のとおり個人情報保護方針を定め、そ
れを実践・維持するため個人情報保護マネジメントシステムを構築して個人情報の保護に取り組みます。

２．個人情報に関するコンプライアンス・プログラムの目的
（１）適切な個人情報の収集および利用の基準とこれを運用する規定とします。
（２）個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、毀損、改ざんおよび漏洩などが起こらないようにするための予防ならびに是正の
行動規範、具体的ルールを定めます。
３．上記方針を具体化するため、以下の活動を行います
（１）社員および協力会社は、個人情報に関する注意をはらい、法令およびそれに順ずる指針その他の規範を遵守します。
（２）個人情報保護管理者を選任し、コンプライアンス・プログラムの実施および運用に関する責任および権限を与え、業務を行いま
す。
（３）個人情報保護管理責任者を選任し、個人情報のシステム監査を実施します。
（４）個人情報のシステム監査に基づき、社内の規定、運用の仕方を改善します。
（５）本基本方針は、ホームページに掲載することによりいつでも閲覧可能な状態とします。
（６）コンプライアンス・プログラムは継続的に改善します。
４．個人情報の取り扱い
（１）個人情報の収集・利用・提供について 当社団法人は会員登録や展覧会の主催を目的とした個人情報の収集にあたり、その収集
目的を明確にし、収集した個人情報を適切に取り扱います。収集した情報は、公共の安全と法律が定める特別の理由がない限り、収
集対象者の承諾なく第三者に開示・提供はいたしません。
５．苦情および相談への対応
個人情報の取扱に関するご意見、ご質問などは、お問い合わせフォーム にてお問い合わせください。

2019年4月1日　制定



海外展へ出品のご経験はありますか？
いろいろな「初めて」があります。

◯ギャラリー探しと交渉
◯海外発送の手続き・梱包
◯出展料の送金
◯販売マージンの受け取りと課税など

まずは、経験しましょう。
「大人の美術教室」が
海外デビューをサポート。

　初めてだととにかく面倒なことばかり、、

第三回  モダンアートエナジー展
出展募集　Galerie SATELLITE

◯募集サイズ：Ｆ10（※厚さ２㎝まで、額不要）

2020 年 10 月 6日（土）～ 16日（土）（申し込み締め切り 9/11）

＜同時展示＞
村上隆、白髪一雄、オノサトトシノブ、奈良美智、松浦浩之など
詳しくはWEBサイトをご覧ください。

「大人の美術教室」開講記念
受講者 限定プレゼント
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２講座以上→出展無料
１講座→出展料 50％0ff

（1作品）

週末講座をお申込みの方

一般社団法人日本アーティストエイド協会
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