
3/17(金)･4/7(金)14:00～

3/13(月)・4/10(月)10：00～ 3/25(土)・4/8（土）
『カンツォーネ』13：00～ 『イタリアの歌』15:00～

3/30(木)・4/13(木)
『ベルカント発声法』13：00～ 『古今の名曲』14:00～ 3/15(水)・4/5(水)13:00～/14:30～ 3/24（金)・4/14（金)14：00～

3/8（水）・4/12（水）【女性】11:00～【男性】13:30～ 3/17(金)･4/7(金)10:00～ 3/20(月)10:15～ 4/12(水)・4/26(水）13：30～

3/11(土)・3/25(土)10:00～ 3/15(水)･4/5（水）13：30～ 3/21(火)・4/4(火)19:00～ 4/8(土)11:00～ 3/8(水)・3/22(水)

4/3(月) 3/16(木)・4/13(木) 3/13（月)・3/27（月） 3/28(火)・4/4（火） 4/13（木)10:30～

3/13(月)･3/27(月) 3/22（水)・4/5(水）10:30～ 3/20（月)・3/27(月)13:00～/15:00～ 3/25(土)・4/8（土)14：00～ 3/31(金)･4/7(金)19:15 ～

3/26(日)・4/9(日)10:30～ 2,500円
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うた・各種楽器・ダンス・趣味・教養など160講座以上が集う 総合カルチャーセンター
河原町
御池

ホームページからも
ご予約お申込み承ります
フォーラム御池京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル3F ［地下鉄東西線「京都市役所前」駅①番出口正面］

075-221-727210時～20時

第1･3(金)14:00 ～ 15:30
月額4,600円(税別)

６０歳以上！うた倶楽部
呼吸法、発声の後は、歌の世界、歌詞
の背景を探りながら童謡、唱歌、日本
の愛唱歌を歌いましょう。自然で美
しい声の出し方を身につけ無理なく
歌えるように楽しく練習します。

豊住征子 声楽家

第2･4(月）10:00～12：00
月額5,100円(税別)

名曲の心を歌うコーラス楽しい時間の
共有を！

日本や世界の名曲の心を合唱します。
歌い終えた時、明日への活力が生まれて
いることでしょう。美しく歌うことだけに
とどまらず、その曲をよく吟味し、作曲者
の想いに触れてみましょう！

葛西　進 作曲家　指揮者

第2・4(土)13：00～14:30　月額4,600円(税別)

カンツォーネをうたう
サンレモ音楽祭の名曲から、ナポリ民謡を中心にトスティの歌曲
まで原語で歌っていきます。

第2・4(土)15：00～16:30
月額5,600円(税別)

イタリアの歌
イタリアのバロック古典派の作曲家の歌曲、オペラ
のアリア、二重唱、名場面などをイタリア語で歌っ
ていきます。

出口　武
関西二期会正会員
相愛大学講師

第2・4(木)13：00～14：00
月額4,100円(税別)

イタリア伝統のベルカント発声法
きれいな声、つやのある声、
無理の無い声の発声を身に
つけましょう！

第2・4(木)14:00～15:30
月額5,600円(税別)

古今の名曲をうたう
歌曲やオペラのアリア、カンツォーネ等から
ポピュラーなものを選び原語で正しく歌える
発音、正しいリズムを身につけましょう。

小川はじめ
テノール歌手
関西二期会正会員
浪速オペラ協会総監督

第1・3(水)13:00～14:30/14:30～16:00
月額5,100円(税別)

シャンソンとカンツォーネの
ボーカル教室
シャンソンやカンツォーネを中心に、日本の曲も
交え練習します。ピアニスト付きですので、高音、
中音、低音の高さで伴奏をします。自宅練習用に
メロディー入りとメロディー無しのカラオケを作
成。歌で人生の喜びや悲しみを歌いませんか。

吉永修子 日本シャンソン協会正会員、オフィスシャンテ主宰 

第2･4(金)14:00～16:00
月額4,900円(税別)

クラシックボーカル
伸びやかな美しい声でモーツァルトやシュ
ーベルト、プッチーニなどの世界の名曲や、
日本の思い出の抒情歌を一緒に歌いましょ
う♪ちょっとしたコツであなたの声の可能性
が広がります！リクエストにもお応えします。

安部り麻 声楽家、関西二期会会員

第2･4(水) 月額3,800円(税別)
11:00～12:00

いきいき歌声サークル
1970年代にタイムスリップ！フォークソング
やグループサウンズ、童謡等を懐かしい歌
声喫茶で歌っているような気持ちで歌って
みましょう。楽譜が読めなくても勢いがあれ
ば平気です。やんちゃ仲間と一緒に楽しい
時間の共有を。

加藤　弘 元京都音楽院院長

第1･3(金)10：00 ～ 11:30
月額4,100円(税別)

歌おうみんなで外に出よう！
声を出そう！笑おう！

みんなと一緒に歌って、笑って、おしゃ
べりをして“あぁ、楽しかった！”の90分
をご一緒に過ごしませんか？みんな
が知っている楽しい歌をイキイキ歌っ
て心のストレッチをしましょう。

塩見雅子 山本音楽研究所所属

第1･3(月)10：15～11:30
月額4,100円(税別)

心に沁みる抒情歌をうたう
宵待草、夏の思いで、浜辺の歌、エ
ーデルワイス、サンタルチアなど、
何回歌っても何回聴いても飽きな
い美しい調べ「抒情歌」今でも新鮮
な感動がよみがえってきます。

大山直美 声楽家

第2･4(水)13:30～15:00
月額5,100円(税別)

楽しいうた時間
基礎の発声練習から正しい音程、リズム
を身につけながら、童謡唱歌、抒情歌を
はじめ、クラシック、ポピュラーなど、楽
しく、気持ちよく歌えるレパートリーを増
やしていきましょう。

寺澤一湖 声楽家

月2回（土）10:00～12：00
月額5,600円(税別)

英語で歌うポップス
ジャズ･ポップス･映画音楽などを
英語で歌ってみませんか？あなた
の好きな曲を歌いやすいKEYで伴
奏しながら指導します。

大久保ゆかり ピアニスト

第1･3(水)13:30～14:30
月額4,600円(税別)

歌のティータイム
午後のひととき、ポピュラーやシャ
ンソン、ジャズ、映画音楽など美し
い名曲で～♪歌のティータイム♪
ごいっしょに楽しんでみませんか。

熊谷かおり ミュージカルプロデューサー

第1・3(火)19:00～20:30　月額5,600円(税別)

Gospel エトセトラ響け！
私の歌声♪

ちょっとのテクニックで
コレだけ変わる 日本初の弦楽器

スカッと歌いたい！ゾクゾク
はもりたいあなた！豊富な
メソッドで、自分らしい憧れ
の声を見つけましょう。深い
呼吸の取り込み方、発声と
のつながりを健康的に体感
して下さい。

ＳＨＯＷＫＯ Ｓｉｎｇｅｒ　Ｖｏｃａｌトレーナー

第2･4(土)11:00～12:30
月額4,600円(税別)

楽しくアカペラ
自分自身が楽器になって、ハーモニー
やリズム、動きをおりまぜながら、体全
体で楽しんでみませんか？ポップス・ゴ
スペル・日本の歌など「声」だけで多彩
な音楽をハモる楽しいアカペラです。

山内うたこ ヴォーカリスト

第2･4(水)［1回60分］
月額(定)10,000円(税別)

※時間はお問い
　合わせください

月2回(火)・(水)［1回30分］

月額(定)4,100円(税別)
※時間はお問い合わせください月2回(月)［1回50分］

月額8,500円～ (税別)
※時間はお問い
　合わせください

第2･4(月)［1回30分］　月額(定)6,100円(税別)
※時間はお問い合わせください

月2回(木)［1回50分］　月額8,500円～ (税別)
※時間はお問い合わせください

月2回(月)［1回30分］　月額(定)4,100円(税別)
※時間はお問い合わせください ★手ぶらで通っていただけます★

声の基礎体力作り
英語の約５０個の母音・子音の発音を
ピックアップ。舌や表情筋のトレーニン
グ、腹式呼吸を体得します。まずは呼吸
から！舌の力や首まわりの筋肉を鍛え
ることにより誤嚥防止にもなります。

山城敦子 ボイストレーナー

ピアノコード弾き語り
初心者でも楽譜が読めない方でも
大丈夫です。簡単なコード弾きで、好
きな曲にチャレンジしませんか？少し
のアレンジを加えるだけで簡単にか
っこよく弾くことができます。

明星隆之 大阪音楽大学ジャズ・ポピュラー・ヴォーカル科卒
ヴォーカリスト

JAZZ・ポピュラーピアノ
かっこよくなければJAZZピアノじゃな
い！楽しくなければポピュラーピアノ
じゃない！あなたの好奇心があれば、
どんどん弾けるようになります。練習
できなくても、通って下さい。ライブや
演奏活動で活躍の講師と一緒に素敵
な曲を完成させてみませんか？

岸本良平 JAZZピアノ奏者

ヴィオリラ教室
右手は弦、左手は鍵盤！こんな楽器
ご存知ですか？バイオリンやチェロ
に似た音色の弦楽器です。クラシッ
ク、ポピュラー、演歌など楽譜の読
めない方でも年齢を問わず楽しむ
ことができます。ヴィオリラの多彩
な奏法で音楽を楽しみましょう。

吉村康子 ヤマハヴィオリラ認定指導者

けんはも（鍵盤ハーモニカ）
小学生の頃に吹いていた鍵盤ハ
ーモニカ、子供の楽器と思ってい
ませんか。大人でも遊べる楽しく
気軽な楽器です。けんはもの新し
い世界を体験しましょう。

聖代橋郁子 けんはも奏者

第2・4(木)10:30～12：00
月額5,100円(税別)

優しい響き オカリナを吹こう
アルトC管の楽器を使い、指使いや息の吹き
込み方などの基本的な奏法をマスターしな
がらオカリナの特徴やその素晴らしさを理
解してもらいます。また基礎的な奏法の習得
と並行して誰でもが知っている唱歌や童謡
をはじめとする曲を楽しく演奏しましょう。

粟辻泰史 オカリナ・フルート・リコーダー奏者 合唱指揮者

楽譜を読む力がつくソルフェージュ
楽譜を読むのがちょっと苦手な方、
楽譜をさらに深く読みたい方、初
心者から上級者までレベルに合わ
せてレッスン！リズム叩き・歌の実
技から、楽典や音楽史なども交え
た楽しい講座です。

鈴木かずこ ピアニスト

3ヶ月10回（水）10：30～11：45
月額5,667円(税別)

3ヶ月10回(月)13:00～14:30/15：00～16:30
月額6,167円(税別)

10,000円(税別)

きれいになるヨガ
生活習慣による身体の歪みをご存知
ですか？普段は動かすことの少ない
肩甲骨、股関節を動かしリンパの流れ
を良くする事で心も身体もスッキリ！
アットホームな楽しいクラスです。

福島葉子 TMPPパフォーマンスプロ所属

ハワイアンフラダンス
ハワイアンの調べにのって
ゆったり踊るダンスです。
美容、健康、肩こり解消にも
効果があります。楽しく、イキ
イキはじめてみませんか？

林　春江 フイ･フラ･マーリエ代表

第2･4(土)14:00 ～ 15:15
月額4,100円(税別)

やさしいストレッチ＆ダンス
身体の美しいラインとバランスをつくり
ましょう。簡単なストレッチとダンスの
ウォーキングで心も体もリフレッシュし
ましょう。

柴山多恵子 現代舞踊協会会員
東京アフロ舞踊団所属 ヨガフレンズ主宰

(金)19:15～20:45
・ハーフクラス…月2回／月額4,600円(税別)
・レギュラークラス…3ヶ月11回／月額8,184円(税別)

大人の為の初めてのクラシックバレエ
～本多恵子バレエ学園～

～美しいヴィブラートのためにやるべきこと～

今からバレエを始めたい方、久しぶりに
踊ってみたい方、楽しく踊りながら、美し
い姿勢としなやかな身体をつくりましょ
う。 基礎を大切にした大人のクラスです。

松延一会 本多恵子バレエ学園日本バレエ協会会員

第2･4(日)10:30～12:00
月額4,100円(税別)

フォーラム・プチオーケストラアンサンブル
入門

室内楽やオーケストラの小品、映画
音楽やポピュラーな名曲など、参加
者のレベルや編成に合わせたパー
ト譜が作られます。初心者からベテ
ランまで楽しいアンサンブルに参
加してみませんか？

【募集楽器】ヴァイオリン・チェロ・
フルート・オーボエ・クラリネット・
サックス・ホルン・トランペット・
マンドリン・パーカション等

山村和美 京都音楽院院長
ピエロポンピンおんがくかん館長、作曲編曲家

3ヶ月 手ぶらでレッスン 一人で1セット奏でるミュージックベル

一人で1セット(27音)を操り奏でるM.B.clubスタイルをマスター
してみませんか？鮮やかなベルの持ち替えのコツや美しい音の
出し方、数名で演奏する際の音の分け方などを学べば新しい演
奏の可能性が広がるはずです。

KEIKO M.B.clubミュージックベルスタジオ代表

3/21㈫ 10:30～12:30

遠藤記代子ヴァイオリン骨体操

身体を作ること、余計な力が入らないこと、良い教材
を用いることこの3つが揃えばヴァイオリンの技術習
得は難しいものではありません。桐朋学園のメソッド
『ヴァイオリン骨体操』で、力みのない身体を作り、構
えからヴィブラートまでを一気に練習します。

遠藤記代子

関西

初
ヴァイオリニスト　ナンバ術ヴァイオリン骨体操師範

ニューヨークスタイル
ヴォイス・クリニック

～声の悩みを解消して自然な声に～

肩甲骨の凝り固まりが、声の悩みの大きな原因。肩甲骨周辺をほ
ぐしながら、本来の自分の声を引き出すヴォイトレ。豊かに響く
あなた本来のナチュラルヴォイスを目指しましょう！

磯野久仁子 声楽家　ヴォイストレーナー

地下鉄東西線
「京都市役所前」駅①番出口前
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13:30～14:30

〈対象：中学生以上〉

〈対象：小学4年生以上〉
・バイオリン
・チェロ
・フルート
・ピアノ
・クラシックギター
・アルトサックス
・マンドリン
・アイリッシュハープ

※曜日･時間はお問合せ下さい。
※トライアルレッスン期間中はレッスン時の
　楽器レンタル無料です。
※アルトサックスは、マウスピース、リードを
　ご準備下さい。

3ヶ月9回〔1回30分〕3ヶ月6回〔1回45分〕
3ヶ月前納 22,500円（税別）

まずは3ヶ月はじめてみませんか？

春だ！飛び出せ～

season7

～目からウロコのワークショップ～ ビジネスや生活に役立つ

～あなたもM.B.clubスタイルをマスター～

《ミュージックベル27音セットをお持ちの方対象》

1日
講座
1

3/16㈭・3/30㈭･4/13㈭
14:30～16:00 ／ 19:00～20:30

3回
講座
3

全3回(前納)10,500円(税別)
※次回は、5/18㈭スタートです。

200円(税込) 1回5,000円(税別) 講座終了後質疑応答時間ございます。

3/26㈰ 14:30～16:00 定員30名1日
講座
1

みんなで歌っちゃおう！
今年も”みんなで歌っちゃお”がスタートし
ます！心はずむ春の１曲は 「明日がある
さ」覚えやすいメロディで楽しく歌えます
よ。色んな歌詞がありますが自作の替え歌
で歌ってもOKです！初めての方も気軽に
参加してくださいね。

北川夕花 ボーカリスト・ボイストレーナー

4/15㈯19:00
 ～20:30

1日
講座
1 2,000円(税別)

ブルースギタリスト、ロックギタリストの為の
ジャズギター講座

木村　勲 ギタリスト

3/26㈰・4/23㈰
14：00～15:30

1日
講座
1

1回3,000円(税別)

「京都マナー」のお話

「京都時間」や「京言葉」、「地蔵盆」
など、京都に今も伝わる独特の考
え方やマナー、生活習慣など。ビジ
ネスや普段のお付き合いで役立
つお話をご案内。京都検定対策講
座としても受講頂けます。

小嶋一郎 京都感動案内社代表

イイことあるかも？

～ご朱印帳をもって出かけよう～

あなたの知らない
「新京極」社寺探訪

小嶋一郎 京都感動案内社代表

4/20㈭ 14:00
 ～15:30

1日
講座
1

2,900円(税込)

毎回大好評
!

ブルースやロックギターの経験者の方で
ジャズに憧れてるけど「難しそう・・・」「何をど
うすればいいのか分からない・・・」そんな風
にお困りの皆様に、ブルースやロックからジャズへの道筋を！
思考から捉え方、表現のコツを実践的にお伝えします。
さぁ、ＪＡＺＺにチャレンジしませんか？

いつも、何気なく通っている新京極は限られた範囲に、
多くの社寺が集まっているため、ご朱印集めデビューに
は最適なエリアです。京都を知りつくした講師の愉快な
解説も楽しみながら新京極を歩いてみましょう！

5/10㈬ 13:00～16：001日
講座
1

2,808円(税込/保険料込)
定員30名申込締切 4/19(水)

大好評第２弾!

13:00高島屋京都店正面玄関前

定員20名
申込締切 5/6(土)

※当日別途ご朱印代。希望の方はご朱印帳代1,620円(税込)

お得な

割引!
体験当日または
体験なしで
即日ご入会

お手続き完了の方は早割
入会金1,000 割引（税別）

円
※一部、割引対象外の講座あり。 ※他の割引との併用は出来ません。

2017年

3/31㈮
まで

期間

無料
体験
無料
体験
無料
体験
記載の無料体験日に
ぜひご参加ください

※チラシ記載以外は
　有料体験です。

予約
要


