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Whatʼs inside:
3 Arts & Crafts

OJCC
Shodo Sumie/ 書道と墨絵
Melrose Ave. Art Club/
メルローズ アベニュー アートクラブ
Studio Oak Tree/ スタジオ オークツリー

7 Music & Dance

Emi no Kai/ えみの会
Minyo Kai/ 民謡会
Canada Yosakoi Team/
カナダ ヨサコイチーム
Otowa Taiko/ 音和太鼓
Dagaku/ 打楽
Melody of Japan/
メロディ オブ ジャパン

13 Language

Vol.5のオタワ日本文化活動ガイドは、
オンラインだけの発行です。
コロナ禍での状況であるため、特定のクラス、
ワークショップの詳細はま
だ決定されていません
（TBD）。このガイドの更新情報は、
より多くの情
報が知られていくように、定期的にご案内していきます。

Japanese Language Tutor/
日本語家庭教師
Ottawa Japanese Language Meetup/
オタワ日本語交流会
OJCC Japanese PlaygroupOJCC/
日本語プレイグループ

15 Culture

オタワ日系コミュニティでの活動やイベントに関する定期的な最新情報
については、FacebookでOJCA-OJCCをフォローしてください。
もっといろんな情報や詳細が知りたい方はOJCA-OJCCのメンバー
になってメール配信を受け取りましょう！ メンバーに関しての詳細
は、http：//ojca.ca/をご覧ください。

Sado Gakushu Kai/ 茶道学習会
Ikebana/ いけばな
Ottawa Bonsai Society/ オタワ盆栽協会
Ikebana International/
いけばなインターナショナル

19 Sports & Fitness

Aging Gracefully/
エイジング グレイスフリー
Takahashi Dojo/ 高橋道場
Tina Takahashi/ ティナ高橋
Barrhaven Kendo Club/
バーへイヴン剣道クラブ

This edition of the Ottawa Japanese Cultural Activity Guide
is available only as an online version. Due to the ongoing
pandemic situation, some details for certain classes and
workshops are still to be determined (TBD). Updates to this
edition of the Guide will be published on a periodic basis, as
more information becomes known.
For regular updates about activities and events in the Ottawa Japanese community, follow the OJCA on Facebook.
For more information and to become a member of the OJCA-OJCC, visit: http://ojca.ca/
The Ottawa Japanese Cultural Activities Guide is brought
to you by the Ottawa Japanese Community Association.
If you have a course or a workshop that you would like
listed, please contact communications@ojca.ca

オタワ日本文化活動ガイドは、
オタワ日系協会による発行です。
掲載したいコースやワークショップがある場合は、
communications@ojca.caまでご連絡ください。
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OJCA-OJCC
オタワ日系協会・オタワ日系文化協会

Location/ 所在地： 2285 St. Laurent Blvd. Unit B16
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Arts & Crafts
Shodo Sumie

Shodo & Sumie are visual
arts of writing characters
and painting with black ink.
Students will practice simple strokes ﬁrst, then move
to simple sumie techniques
such as bamboo painting.

OJCC

The OJCC program committee
is slowly returning to planning
of crafts and other activities for 2021-2022. Craft
or cooking workshops will be
announced in the OJCA newsletter or OJCA/OJCC email
communication bulletins.

OJCCプログラム委員会は、2021
年から2022年にかけてのクラフト
やその他の活動の予定について、時
間をかけて通常に戻しています。ク
ラフトやクッキングのワークショップ
については、OJCAニュースレターま
たはOJCA / OJCC会員向けメー
ル配信にてご案内します。

The ﬁrst craft workshop being
developed is a “make and
take” event to create a Christmas ornament. Tentatively to
be held in November. Stay
tuned . We hope to welcome
you back to fun times soon.

最初の予定はクラフトワークショッ
プで、
クリスマスオーナメントづくり、
「メイクアンドテイク」
です。予定で
は11月に開催を考えています。お楽
しみに 。近いうちに楽しい時間が
戻ってくることを願っています。
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Location: Takahashi Dojo
(5 Melrose Ave.)
Dates: Tuesdays
10 am ‒ 12pm
Sep-Nov (12 classes)
Fee: $95
Location: OJCC
Dates: Thursdays
6:30-8:30 pm
Sep-Nov (6 classes)
Fee: $50

E

J

書道と墨絵
書道と墨絵は墨で字や絵を描く
芸術。生徒は最初に単純な線の
練習をし、
その後、竹のようなシ
ンプルな技術を学びます。
場所: 高橋道場
(5 Melrose Ave.)
日時:木曜日
午前10:時-午後12時
9月11月 (12クラス)
費用:$95
場所：OJCC
日時: 木曜 午後6:30 - 8:30
9月から11月 (6クラス）
費用：$50
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MELROSE AVE. ART CLUB
https://ottawaﬁguredrawing.wordpress.com

Location: Takahashi Dojo (5 Melrose Ave.)
Dates: See website for schedule and COVID-related
measures/guidelines.
Fee: $90 for all six sessions or $20 drop-in
Registration: mtakashima@hotmail.com
Non-instructional ﬁgurative art club that oﬀers 18
hours of life-drawing opportunity with a nude model.
The club welcomes any style of
practice.

メルローズ アベニュー アートクラブ
https://ottawaﬁguredrawing.
wordpress.com

場所:髙橋道場 (5 Melrose Ave)
日時:スケジュールとCOVID関連の対
策/ガイドラインについてはウェブサイ
トをご覧ください。
費用:$90 全ワークショップ(6回) 又
は$20 (ドロップイン)
参加:mtakahashi@hotmail.com
ヌードモデルを使用し、18時間の長い
描写の機会が得られる指導のないア
ートクラブです。
多様なスタイルでの表現を歓迎します。

E

Studio Oak Tree

E

J

http://mikichart.com/
Introduction to Academic Drawing
Instructor: Miki K.T Chart
Dates: By appointment
Private lesson $30 (1 hour),
$50 (2 hours) + material fee
Group lesson $20/h + material fee
Classical oil painter Miki K.T. Chart oﬀers
basic academic drawing lessons, which focus on realism, at her home studio in the
Champlain park area*. Lessons will follow
the 19th c. English style, starting with a
copy of a simple lithograph by Charles

Bargue.
There will be hands-on demos and exercises.
*Lessons currently virtual or outdoors

スタジオ オークツリー
http://mikichart.com/
アカデミックドローイングの入門
講師: ミキ・K.T.チャート
日時:予約による
費用:
プライベートレッスン：$30(1時間),
$50(2時間)＋材料費
グループレッスン：$20/時間＋材料費
古典油絵画家のミキ・K.T.チャートはシャンプレーンパ
ーク近くの彼女の自宅兼スタジオでリアリズムに焦点
を当てた 基礎的なアカデミックドローイングレ ッスン*
。
レッスンはチャールズ バルグ のシンプルなリトグラフ
の複写から始まります。
自らの実演と実習もあります。
*レッスンはバーチャルまたはアウトドア
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Music & Dance

Canada Yosakoi

カナダ ヨサコイ
チーム - カエデ オタワ

Team - KAEDE Ottawa

Emi no Kai

えみの会

E

Japanese Classical Dancing

日本のクラシック舞踊

Location: OJCC
Registration:
kdomichiy@gmail.com
Tel: (613) 226-5188
Dates: Mondays, 7 - 9pm
Oct 19Fee: $5 per class
Classical Japanese dance class
with occasional performances
at local community events.

場所: OJCC
参加: kdomichiy@gmail.com
Tel: (613) 226-5188
日時: 月曜7時 - 9時
10月19日から
費用:1クラス当たり $5

Dates: Every other Saturday,
10 ‒ 11 am
Location: McNabb Park
Fee: $10
Register:
yosakoiottawa@gmail.com
Yosakoi is a unique style of
dance originated in Kochi,
Japan that combines modern and traditional Japanese
dance style and includes Jazz,
hip-hop and aerobic elements.
Dances are usually performed
in large groups with
colourful costumes,
waving ﬂags and
naruko, wooden percussive instruments.
Classes are taught by
professional contemporary dance and
native of Kochi,
Takako Segawa.

J

日本舞踊の教室。時折地域のイベン
トで踊りを披露します。

Minyo Kai

民謡会

Japanese Folk Dancing

場所: 高橋道場 (5 Melrose Ave. )
日時: 月2回 日曜日 午後1:30 9月 - 8月
費用: $50または1クラス当たり$5
参加: ichinoshigemi@gmail.com

Location: Takahashi Dojo (5 Melrose Ave.)
Dates: Twice per month on Sundays, 1:30pm
Sept ‒ Aug
Fee: $50 or $5 per class
Registration: ichinoshigemi@gmail.com
- 7-
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日時: 隔週土曜、
午前10時 - 11時
場所: マクナブパーク
費用: $10
参加: yosakoiottawa@gmail.com
ヨサコイは日本、高知発祥のユニーク
なスタイルの踊りで、モダンと伝統的
な日本舞踊にジャズ、
ヒップポップとエ
アロビクスの要素を取り入れています。
この踊りは大勢で派手な衣装をまと
い、旗を振り、鳴子(音具)を両手に持っ
て踊ります。講師は高知出身のコンテン
ポラリープロダンサーのセガワ タカコ。

Oto-Wa Taiko

音和太鼓

Otowataiko.ca
Registration: otowataiko@
gmail.com
Contact us to receive schedule updates.

Otowataiko.ca
参加: Otowataiko@gmail.com
最新の情報を受け取るために連絡
を取ってください。

Location: Tom Brown Arena
(141 Bayview Rd.)
Oto-Wa Taiko is a Japanese
drumming group in the
National Capital Region that
performs at various public
and private events and holds
weekly recreational taiko
classes for beginner and
intermediate players.
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E

場所: Tom Brown Arena
(141 Bayview Rd.)
音和太鼓はオタワの首都圏でさまざ
ま な公的、私的イベントで演奏する
日本太鼓グループで、初心者や中級
者向け に週に1度、楽しみながらク
ラスを開催しています。

Introduction to Taiko
(Level 1)
8 classes
Tuesdays | 7:45 - 9:45 pm
Dates: TBD
Fee: $112

音和太鼓入門（レベル１）
８教室
火曜 午後７:45 - 9:45
日時：TBD
費用: $112

Intermediate Taiko
(Level 2)
10 classes
Thursdays | 8:15 - 10:15 pm
Dates: TBD
Fee: $140
Prerequisite: Successful completion of the Level 1 course
or equivalent experience

音和太鼓中級 (レベル２)
10教室
木曜 午後8:15 - 10:15
日時：TBD
費用: $140
前提条件:入門コース又は同等
の経験を無事に終了された方

Advanced Taiko
(Level 3)
10 classes
Thursdays | 6:45 - 8:45 pm
Dates: TBD
Fee: $140
Prerequisite: Successful completion of the Level 2 course or
equivalent experience

音和太鼓上級 (レベル3)
10教室
木曜 午後6:45 - 8:45
日時：TBD
費用: $140
前提条件:中級コース又は同等
の経験を無事終了された方
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Dagaku

E

J

打楽 ー 子供の太鼓

Childrenʼs Taiko

参加: dagaku@gmail.com
場所: TBD
日時: TBD
費用: TBD (2019年の場合は
$180/1学年間）
最新の情報をお知らせするために
私たちにコンタクトしてください。

Registration: dagaku@gmail.
com
Location: TBD
Dates: TBD
Fee: TBD ($180/school year in
2019)
Contact us to receive schedule updates
Dagaku is a childrenʼs taiko
group, aiming to foster the joy
of taiko and other Japanese
cultural elements among children. The group meets once
a week and practices during
the school year, with several
performances throughout the
year, often with Oto-Wa Taiko.

打楽とは子どもたちの太鼓グルー
プで、太鼓の楽しさや日本の文化
的要素を子どもたちに伝え、育むこ
とを目的としています。
グループは
一学期年の間、週に一回集まり、練
習を重ね、
い くつかの演奏会や、度
々音和太鼓と一緒に演奏会を行っ
ています。

Melody of Japan
Womenʼs Choir

Location: OJCC
Dates: 1st/3rd Thursdays of
the month | 7 - 9 pm
Fee: $10 per session
(ﬁrst time free)
Registration: melodyofjapanchoir.ottawa@gmail.com

場所: OJCC*
日時: 毎月第1、第3 木曜日
午後7時 - 9時
費用: 1回当り $10
(初回は無料)
参加: melodyofjapanchoir.
ottawa@gmail.com

The Melody of Japan, directed by Soprano Noriko
Hashimoto, is a womenʼs
choir performing Japanese
childrenʼs and pop songs as
well as music from movies.
Reading/Understanding Japanese recommended

ソプラノ歌手、橋本ノリコが指揮し
ている女性合唱団です。童謡、
ポッ
プソング、映画の主題歌を歌って
います。
日本語の理解と朗読力が必要で
す。

*Rehearsals currently virtual
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メロディ オブ ジャパン
女性合唱団
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*今のところリハーサルはオンライ
ンです。

Language

OJCC Japanese Playgroup

Japanese Language Tutor
JapaneseLanguageTutor.com
Email: gozen.sel.shin@gmail.com
Customized private or small
group lessons.
Location: South Keys area,
Virtual (Skype or other)
Dates: Flexible
Fee: $35/hour for private lessons

E

J

日本語家庭教師
JapaneseLanguageTutor.com
Eメール: gozen.sel.shin@gmail.com
ご希望に合わせた個人レッスン、少人数
レッスン
場所 : サウスキースエリア
バーチャル (スカイプ他)
日時 : 柔軟に対応
費用 : 1時間当たり35ドル
(個人レッスン)

Ottawa Japanese Language Meetup
Location: varied
Membership Requirements:
Anyone with a genuine interest
in Japan!
Meeting Dates: varied
Registration: meetup.com/nihongo-ottawa
See website for schedule and
COVID-related measures/
guidelines.
If you are native or non-native
speaker of Japanese, studying
Japanese or is simply fascinated
with everything Japan related, we
might be the group for you. We
are a casual language and cultural exchange group. We are not a
class and we do not teach Japanese. We meet regularly for socializing and language exchange,
as well as frequently joining other
Japanese community events.
- 13 -

オタワ日本語交流会
開催場所:さまざま な場所
会員の入会条件:日本について純粋
に 興味がある方!
会合日:さまざま
参加:meetup.com/nihongo-ottawa
COVID関連対策、
ガイダンスについ
てはwebサイトをご覧ください。
あなたが日本語のネイティブスピー
カーあるいは日本語を勉強してい
る、
ま たは単に日本に関するすべて
の事に魅了されていたら、私たちは
あなたのための会かもしれません。
私たちはカジュアルな会話と文化交
流をする会で日本語を教える訳では
ありません。私たちは、他の日本のコ
ミュニティイベントに頻繁に参加し
たり、社交や言語交換のために定期
的に集ったりしています。

J

OJCC 日本語プレイグループ
http://ojccplaygroup.weebly.
com/
場所：OJCC
日時: TBD
隔週の金曜日
午前10時 - 午後1時
スケジュールとCOVID関連の対策
とガイダンスについてはwebサイト
をご覧ください。

http://ojccplaygroup.weebly.
com/
Location: OJCC
Dates: TBD
Every other Friday
(10am -1pm)
See website for schedule and
COVID-related measures/
guidelines.

参加：ojcc.playgroup@gmail.
com
最新情報をお知らせするためにメ
ーリングリストにご登録するようご
連絡ください。

Registration: ojcc.playgroup@
gmail.com
Contact us to subscribe to
our mailing list for updates
Fee: per family
yearly member $20
drop in (not event) $5
(event) $7
*Initial attendance is free.
(does not include special
events)
This is a Japanese playgroup
for children aged 0-4. Our
purpose is to give children
living in Ottawa an opportunity to become familiar with
the Japanese language and
culture. We cooperate with
each other to make Japanese
culture and customs an intrinsic part of all our activities,
such as circle time and annual
events.
It is also used as a place to
exchange information and
interact with each other.

費用: 家族単位
1年会費 $20
ドロップイン
(イベントは含まず）$5
イベント時 $7
*初回は無料。但し特別なイベン
トは含まれません。
このプレイグループは0ー4才の児
童向けで、Ottawaに住んでいる子
どもたちに日本語と日本文化に親
しんでもらう機会を与えることが目
的です。
お互いに協力し合い、
サークルタイ
ムや年中行事などを通じて日本文
化や習慣を意識し、
また情報交換
の場所としてもお互いに触れ合う
機会を設けています。
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Culture

OTTAWA BONSAI SOCIETY

Sado Gakushu Kai
Tea Ceremony
Location: OJCC
Dates: 2nd/4th Sunday of
the month
Sep 12 ‒ Jul
(approx. 20 classes)
Fee: $10 per lesson
$60 membership ($100 ﬁrst
year)
Registration:ryamamoto@
sympatico.ca
Practice the ceremonial ritual of preparing and drinking
Japanese green tea (Matcha)
together with traditional Japanese sweets in a traditional
setting, and showcase your
favourite practice to family
and friends at the yearly
special event Hatsugama!

Ikebana

茶道学習会

J

E

www.ottawabonsai.org
Membership:
$40 for individual,
$50 for couples,
$15 for students or
individuals outside
the NCR
The Ottawa Bonsai Society
oﬀers exclusive courses &
workshops for members, see
our website for details,
schedule updates and
COVID-related measures/
guidelines.

茶道
場所: OJCC
開催日:第2、第4日曜
9月12日〜7月
(約20クラス)
費用: 1クラス当たり$10
会員 $60 (1年目-$100)
参加:
ryamamoto@sympatico.ca
伝統的な形式で日本の和菓子と日
本茶(抹茶)を立て、
それを一緒に頂
く練習をします。
1年に1回、家族や友人を招き、
日
々の練習の成果を披露する特別な
会 - 初釜を開催しています。

E

いけばな - 小原流

Instructor: Keiko Nagasawa
Registration:
salonkottawa@gmail.com
Location: OJCC
Dates:
Sunday Sep 19, 2 - 4pm
Sunday Oct 17, 2 - 4 pm
Sunday Nov 21, 2 - 4 pm

講師：ナガサワ ケイコ
参加：salonkottawa@gmail.com
場所：OJCC
日時：
9月19日 日曜 午後2時  4時
10月17日 日曜 午後2時  4時
11月21日 日曜 午後2時  4時
- 15 -

オタワ盆栽協会
www.ottawabonsai.org
会費:個人$40
カップル$50
学生 $15またはNCR
会員の方向けに特別な講座とワーク
ショップを提供しています。詳細
COVID関連対策及びガイ
ダンスについてはweb
サイトをご覧くだ
さい。

J

Ohara School

E
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IKEBANA INTERNATIONAL

E

J

Ikebana International is a worldwide non-proﬁt cultural organization founded in Tokyo in 1956. At present there are 143
chapters worldwide with membership of more than 7,000 individuals. The organization, with its motto “Friendship through
Flowers,” is dedicated to perpetuating and spreading the art
of Japanese ﬂoral design (Ikebana) and other facets of Japanese culture.
Ikebana International Ottawa Centennial Chapter No.120 is an
aﬃliate of Ikebana International. The Ottawa Chapter received
its charter in 1969 and celebrated its 50th anniversary in
2019.
How to join: Recruitment of new members is ongoing. Monthly virtual programming is oﬀered until in-person meetings is
permitted under public health measures.
Annual membership fee: $145
Contact for information:
Ottawa Chapterʼs President: ottawaiichapter120@gmail.com
Ikebana International Ottawa Chapter does not teach or endorse any single type of Ikebana. It is an association that
encompasses many diﬀerent Schools of Ikebana. Two Schools
oﬀer Ikebana classes in the national capital region.
For a list of teachers:
Sogetsu School of Ikebana: https://www.ottawasogetsu.ca/
and click on “classes”
Ohara School of Ikebana: https://oharaottawa.com/ikebana-classes/ikebana-teachers/
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いけばなインターナショナル
1956年に東京で設立された世界的な非営利文化団体です。現在世界で
143の支部があり、7,000人以上の個人会員がいます。
「花を通じての友
情」
がモットーで、
日本の生け花の芸術や他の日本文化の側面を永続させ、
広めることに献身的に務めています。Ikebana International Ottawa
Centennial Chapter No.120は Ikebana Internationalの加入団体で
す。
このOttawa支部は1969年に設立され、2019年に50周年を迎えてい
ます。
入会方法: 新メンバーの募集は継続中です。
パブリックヘルス対策で対面
でのクラスが許可されるまで、毎月、
オンラインによるプログラムが行われ
ています。
年会費:$145
詳細はオタワ支部会長まで ottawaiichapter120@gmail.com
Ikebana International のOttawa Chapterは特定な生け花の流派を教
えたり支持をしているわけではなく、全ての流派を代表している協会です。
首都圏で 2つの流派が生け花教室を開校しています。
講師のリスト:
草月流: https://www.ottawasogetsu.ca/. “classes“をクリック
小原流: https:/oharaottawa.com/ ikebana-classes/Ikebana-teachers
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Sports & Fitness

エイジング グレイスフリー オタワ

Aging Gracefully
E

J

Cost of Program
Fee: $8 per Individual classes
$ 80 for 3 classes per week/
month
$100 unlimited /month
We accept a cheque, e-transfer or Paypal
Registration: aginggracefullyottawa.com
Tel: 613-304-6425
www.aginggracefullyottawa.
com
Classes currently virtual.
There is a live class recorded
video, and the viewing period
for one week is $ 8 per class.
Strength & Balance:
Great class for falls prevention,
and to gain balance and conﬁdence. Total body workout by
using light weights and bands.
Stretch & Relaxation:
The deep diaphragmatic breathing combined with the stretch
poses allows the body to unravel and soften creating calmness
and deep relaxation included 15
minutes meditation.
- 19 -

Taichi Qigong:
Original set of exercised created by Aging Gracefully Ottawa
based on traditional Yang style
Taichi, more than a thousand
years old from China. Let your
body ﬂow like a water stream,
discover your inner peace and
love yourself.
Chair Exercise:
Workouts done while seated
on a regular chair with back
support. Done in a safe environment
while still getting a total body
workout to improve balance and
posture.
Facial Exercise:
Like our body, our face contains
more than 50 muscles. You
will stretch entire face through
massage of the face, head and
neck. These exercises improve
the blood ﬂow, release any tension of face and neck, and ﬁrms
and tighten your face and neck.

費用：
$ 8 個別のクラス
$ 80 週3クラス/月
$100ドル無制限/月
小切手、e-送金、
またはPaypalをご利
用いただけます
参加：
メール：aginggracefullyottawa.
com
Tel： 613-304-6425
www.aginggracefullyottawa.com
現在はオンラインクラスオンリーで対
面クラスは行っていません。
ライブクラスの録画動画があり、
１週
間の視聴期間で1クラス＄8ドルもあ
ります。
ストレングスとバランス：
転倒防止、
バランスを得る自信をつけ
るための最適なクラスです。軽いウエ
イトとバンドを使う全身トレーニング。

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00

ストレッチ＆リラクゼーション：
ストレッチポーズと組み合わせた深い
腹式呼吸が身体を柔らかくし、落ち着
きと深いリラクゼーションを生み出し
ます。15分間の瞑想が含まれます。
太極拳：
中国から千年以上続く伝統的な楊式
太極拳に基づいてエイジング グレイス
フリー オタワ オリジナルアレンジを取
り入れたました。
あなたの体を水の流
れのように流し、内なる平和を見つけ
て、
あなた自身を愛しみましょう。
椅子のエクササイズ：
背もたれが付いた普通の椅子に座った
状態で行うトレーニング。安全な環境
で行います。
バランスと姿勢を改善するためにの全
身トレーニング。
フェイシャル エクササイズ：
身体のように、私たちの顔には50以上
の筋肉があります。顔、頭、首のマッサ
ージで顔全体を伸ばします。
エクササイズは血流を改善し、顔と首
の張り、
引き締めをします。
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KENDO

IAIDO

JODO

AIKIDO

JUDO

KARATE

Phone: 613-725-3451
Website: takahashi-dojo.com
Facebook: takahashi.dojo.ottawa
Email: takahashi@bellnet.ca
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CARDIOKICKBOXING

CREATIVE
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Fr

Drawing Club
Japanese ink brush and Sumie
MIN’YO Japanese Folk Dance
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BARRHAVEN KENDO CLUB
BARRHAVEN UNITED CHURCH
3013 Jockvale Rd.
South Ottawa – Barrhaven, ON

KENDO is Japan’s elite and senior martial art. It is Japan’s top university, college
and high school sport practiced by literally hundreds of thousands in schools,
community centers and private dojo(s) through-out Japan by young and old, men
and women. Kendo in Canada has a long history going back over 100 years.

CLASS SCHEDULE
Saturdays:

10:30 am to 12:00 pm

Instructor: J. Maisonneuve (B.A. Hon)
Kendo 5th Dan Iaido 3rd Dan
For More Information: 613-440-4097 (Website to Follow)
maisonneuvej@canton.edu
Canadian Kendo Federation
MEMBER – Canadian Kendo Federation

www.kendo-canada.com/
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ojca.ca

OJCA - OJCC

