
～音色のパレットを増やす～
みるみる音が変わる！「ヴァイオリン骨体操」特別クラス

「そこから音色を変えなさい」「ヴィブラートの種類をたくさん持ちなさ
い」・・・とアドバイスを受け、悩んだことはありませんか？「音色を変える」
には、まずは「聴く」ことを学ばなくてはなりません。「聴く」力は、実は背
中にあります。桐朋学園メソッド「ヴァイオリン骨体操」応用編。真の意味
での「ヴァイオリンを演奏する身体」へと導く講座です。

遠藤記代子 ヴァイオリニスト　ナンバ術ヴァイオリン骨体操師範

〈対象：小学4年生以上〉〈対象：中学生以上〉

1回5,000円(税別)
11/12㈰
10:45～12:15 定員40名

1日
講座
1

山本純子 バイオリン骨体操指導員　バイオリン講師

ヴァイオリンを弾いて体が痛くなる、力ん
でしまい上手く演奏できない、そんな経験
はありませんか？ヴァイオリン骨体操では、
身体を知り、無理の無い動きを学びます。
良い演奏のための感覚を養いましょう。
※11/12（日）遠藤記代子先生による特別講座「みるみる音
が変わる！ヴァイオリン骨体操」受講ご希望の方におすすめ
の「ヴァイオリン骨体操ビギナークラス」です。

※「ヴァイオリン骨体操」未経験の方は、「ヴァイオリンの身体作りコース」を履修後にご受講ください。

9/28(木)･10/12(木)10:30 ～

第2･4（木)10:30 ～ 12:30
月額3,100円(税別)

スポーツ吹き矢
岸本 實 (一社)日本スポーツ吹矢協会公認指導員

円形の的をめがけて息を使って
矢を放ちます。腹式呼吸をベース
としたスポーツ吹矢呼吸法によ
り、１ラウンド５本の矢を吹き、点
数を競います。

1,550円 9/30(土)･10/7(土)18:30 ～

(土)18:30 ～ 20:00
3ヶ月10回月額5,800円(税別)
月2回月額4,000円(税別)

中国伝統武術八極拳 劈掛拳
周佐英徳 呉氏開門八極拳八世伝人

八極拳は清代中期、中国河北省孟村の呉
鐘を開祖とする中国伝統武術です。孟村呉
家に伝わる呉氏開門八極拳の基本動作と
套路を学び、それに合わせて劈掛拳を学
びます。武術の経験や年齢性別不問です。

1,740円

9/27(水)･10/11(水)18:30 ～

第2･4(水)18:30 ～ 20:00
月額3,300円(税別)

楊名時健康太極拳
大山芳乃 日本健康太極拳協会師範

ゆったりとした動きの気功と太極拳
で心身をリラックスさせましょう。不
調な方も、運動不足の方も、心と体を
整えていきます。

1,000円 9/24(日)･10/15(日)10:00 ～

3ヶ月11回(日)10:00 ～ 12:00
月額4,767円(税別)

太極拳(初級)
渡部健一　他 (公社)日本武術太極拳連盟理事

健康法として、表演競技とし
て、武道としてどなたでも出
来ます。自己の心、身体との
対話を楽しみませんか。

1,300円 9/25(月)･10/16(月)13:30 ～

月4回(月)13:30 ～ 15:00
月額6,200円(税別)

公益社団法人自彊術（じきょうじゅつ）
井上美枝子・野村悦子 (公社)自彊術普及会京都洛中支部長

自彊術とは、心と身体を同時に整え
る運動法です。マッサージ、カイロプ
ラティック、指圧などの要素を取り入
れた体操で全身の調整をはかって
いきます。

1,550円 9/26(火)･10/10(火)14:00 ～

第2･4(火)14:00 ～ 15:10
月額3,600円(税別)

鳥居真理 一般社団法人背骨コンディショニング協会　パーソナルトレーナー

ゆるめる・矯正する・筋力向上
の３要素の体操で背骨の歪み
を整え、不調を軽減・改善、また
予防をしていきましょう。

1,800円 9/20(水)･10/4(水)10:30 ～

3ヶ月10回（水）10:30 ～ 11:45
月額5,667円(税別)

きれいになるヨガ
福島葉子 TMPPパフォーマンスプロ所属

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。

1,700円

9/25(月)･10/16(月)18：45 ～

3ヶ月10回(月)18:45 ～ 20:30
月額6,000円(税別) ＜チケット制あり＞

仕事疲れに効く！
癒しのヨーガ教室

持田裕子 健康管理士一般指導員　健康管理能力検定１級

日常の生活で無意識に蓄積されている体
の癖、ストレスを無理なく体の内側から整
えていきます。自分自身の身体の響きを
感じながら柔軟な心身を作りましょう。

1,800円 9/27(水)･10/11(水)15:15 ～

月3回(水)15:15 ～ 16:30
月額4,650円(税別)

アンチエイジングヨーガ
田原聖子 国際ヨガ協会公認トレーナー、ダイエットアドバイザー

体のコアの部分の筋肉を鍛え、
体を引き締めていきます。そし
てメリハリのあるボディーに整
え、太りにくい体質へと改善して
行きます。

1,550円 9/25(月)･10/2(月)10:00 ～

月4回(月)10:00 ～ 11:30
月額4,200円(税別)

3B簡単エクササイズ
水原秀子 (公社)日本3B体操協会 公認指導士

３つのＢ⇒ボール・ベル・ベル
ダーを使ってバランス感覚を
養い、関節の可動域を広げ、歪
みの無い全身運動を行う健康
体操です。

1,050円 9/22(金)19:00 ～

(金)19:00 ～ 20:30
3ヶ月10回月額6,834円(税別)
月2回月額4,100円(税別)

＜原 美香バレエ＞大人のバレエ
本田彩香 原美香【公益社団法人日本バレエ協会正会員】バレエ所属講師

柔軟性を高めるエクササイズを取り
入れ、現役ダンサーが基礎からセン
ターワークまで丁寧に指導致します。

2,050円 9/22(金)･10/13(金)11:00 ～ 12:00

月3回(金)11:00 ～ 12:00
月額4,650円(税別)

美容バレエ
KAZUMI バレエ講師

いつまでも若 し々く、美しい姿勢で歩きたい…
やさしいクラシックバレエを基本とし、ヨガ・ス
トレッチ等を取り入れた講座です。ゆったりと
した音色に合わせて、全身のストレッチから入
り、次に、バーを持って姿勢を正し、最後に簡
単なステップ等、バレエの動きも行います♪

1,550円

9/22(金)･10/13(金)13:00 ～

月4回(金)13:00 ～ 14:30
月額5,400円(税別)

ミセスの為のチャーミーダンス
山本啓子 ダンス講師

自分の個性、持ち味を大切に、心と体
の力を抜き、イキイキと伸び伸びと
リズムにのってダンスしませんか？
初心者大歓迎！！

1,350円 9/27(水)･10/11(水)13:00 ～

第2･4(水)13:00 ～ 14:00
月額4,100円(税別)

大人のJ-POPダンス
北澤珠里 元宝塚歌劇団・ダイエットアドバイザー

踊りたかったあなた!!チャンスです!!人気の
曲で楽しくかっこよく踊ってみませんか♪
ダンスをしてみたいけど自信が無い、とい
う方にも無理なく、ひとつひとつ丁寧に指
導します。

2,050円 9/20(水)･10/4(水)10:30 ～ /12:30 ～

月3回(水)10:30～12:00/12:30～14:00
月額6,150円(税別)

大泉育子 認定インストラクター

本場ハワイに本校がある教室です。伝
統のフラを楽しく踊って身も心もシェ
イプアップ。フラは足腰にもよく、適度
な運動が体を温めて、健康にもとても
良いとされています。初心者の方も大
歓迎！

2,050円 9/22(金)･10/13(金)18:45 ～

第2･4(金)18:45 ～ 20:15
月額3,700円(税別)

お仕事帰りのフラダンス
小西京美 ハーラウ フラ オ マカロコマイカイ主宰

基礎、基本から丁寧に指導いたします。
お仕事や学校帰りに、ハワイの音楽に合
わせて楽しんでみませんか。

1,850円 9/25(月)･10/16(月)19:50 ～

月4回(月)19:50 ～ 20:50
月額8,200円(税別)

オリエンタル・ベリーダンス
ジャミーラ ベリーダンサー

アラブやトルコのスタイルのベリーダン
スを基礎から丁寧に指導します。興味は
あるけど体力に自信が・・・という方も心
配ありません。楽しく踊って魅力的なボ
ディーを目指しましょう。

2,050円

9/25(月)･10/2(月)14:30 ～
9/15(金)･10/6(金)19:15 ～

3ヶ月10回(月)
14:30 ～ 16:00
月額6,834円(税別)

第1･3(金)
19:15 ～ 20:45
月額4,100円(税別)

フラメンコ舞踊
髙橋京子 山本秀実フラメンコスタジオ講師

美しく伸びた姿勢は、見た目だけでなく健康
の第一歩にもなります。スペインの情熱の踊
り・フラメンコでより若々しく、より美しくなり
ましょう！

2,050円 9/21(木)･10/5(木)18:30 ～

第1･3(木)18:30 ～ 19:45
月額4,100円(税別)

はじめてのインド舞踊 オディッシィ
野中ミキ インド　アーツサンガム京都代表

柔らかい胴の動きや複雑なステップが
魅力のインド舞踊ですが、少しずつ基礎
から学んで踊ると、奥深く素晴らしい世
界が待っています。

2,050円 9/20(水)･10/4(水)18:30 ～

月3回(水)18:30 ～ 19:30
月額7,500円(税別)

楽しいタップダンス
奥田けいこ 奥田タップダンススタジオ主宰

年齢・性別に関係なく無理のないステッ
プを楽しみ、ジーン・ケリーやフレッド・
アステアの軽やかなステップを目指しま
しょう。

2,500円 9/16(土)･10/7(土)13:00 ～

第1･3(土)13:00 ～ 14:30
月額6,100円(税別)

タップダンス
市丸華奈子 ベースメントスタジオ講師

タップダンス経験者の方はもちろん、初
めてタップシューズを履かれる方、興味
はあるけど不安と思われている方、是非
チャレンジしてみてください！基本ステッ
プを中心に、個人のレベルにあわせてレ
ッスンしていきます。

3,050円 9/19(火)･10/3(火)14:30 ～

第1･3(火)14:30 ～ 15:30
月額4,500円(税別)

腰掛タップダンス®
安達幸恵 腰掛タップダンス公式インストラクター

元OSK日本歌劇団

三洋電機㈱井植敏元会長考案のシニアにピ
ッタリのダンスです♪足首と太腿を無理なく
楽しく鍛えることができます!目指せ
≪寝たきりゼロ≫を合言葉におしゃ
れなタップダンスで筋力向上!

2,250円

9/21(木)･10/5(木)10:30 ～

第1･3(木)10:30 ～ 12:00
月額4,600円(税別)

宮廷舞踏バロックダンス
林　規子 古典舞踏研究家　大阪音楽大学講師

肥満予防健康管理士　ダイエットアドヴァイザー

クラシックバレエの基礎になったバ
ロックダンス。ダイエット効果抜群
のバレエストレッチと優雅なダン
ス。 姿勢を良くしたい方、美しい立
ち居振る舞いを身に付けたい方に
もお勧めです。

2,300円

1,000円

9/18(月)･10/2(月)11:30 ～

3ヶ月10回(月)
11:30 ～ 12:30
月額6,834円(税別)

社交ダンス スタンダード
桑重輝幸 (財)日本ボールルームダンス連盟　プロスタンダードＢ級

ワルツ･タンゴ･スロー･クイックなどの
スタンダード種目をエレガントに踊れ
る様に楽しくレッスンします。

2,050円 9/26(火)･10/10(火)12:00 ～

月4回(火)12:00～12:50
月額6,200円(税別)

社交ダンス ラテン
山口隆久 JBDF 西部ラテンＡ級

現役競技選手が基礎から最新のステッ
プまで幅広くレッスンします。社交ダン
ス経験者にも満足いただけるような
レッスン内容です。

1,550円

月2回(日)
【上方舞】13:00～14:00 月額6,100円(税別)
【地歌舞】14:30～15:30 月額7,100円(税別)

日本舞踊 山村流（上方舞・地歌舞）
山村若織 山村流師範

【上方舞】明るくシャレた上方唄を、山村流の振
りで楽しみましょう♪
簡単な動きから始めていきます。
【地歌舞】山村流の地歌舞を曲の背景や三絃・歌
詞を味わいながらお稽古をしていきます。基本
を大切にしたやさしい動きです。

9/21(木)･10/5(木)10:30 ～

第1･3(木)10:30 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

心を癒す タロットリーディング
松永英翔 タロット・西洋占星術研究家

タロット占いの基本的な構成や
用語を学びます。数字・色・形・絵
柄に秘められた78枚のカードの
意味を学び、ご自身で占いができ
るように丁寧に指導いたします。

2,550円

キッズチアダンス
リナコ チアダンス講師

息のあった華やかなチアダンス
を一緒に踊ってみませんか？楽
しいレッスンの中で、礼儀も身に
つけていきましょう。

記載以外にも各種講座を取り揃えております。 全講座の詳細はホームページをぜひご覧下さい。

4歳～小6

9/25㈪・10/16㈪
1,000円

9/30㈯・10/7㈯
1,000円1,000円

はじめてのチアダンス
ERINA チアダンス講師

モットーは「元気･笑顔･思
いやり」素敵なチアリーダ
ーを目指して楽しいレッ
スン♪基礎から身につき
ます。

4歳～ 8歳

杉江那津呼 本多恵子バレエ学園教師

クラシックバレエの基本を丁寧に指
導します。踊る楽しさを感じながら
親しみやすい曲で音感リズム感をつ
けましょう。

年少児～小学校6年

窪田洋子 窪田洋子バレエ研究所主宰

幼児・小学校低学年

京都スポーツ教室スタッフ
楽しく自由に、のびのびと体を動か
し、いろいろな器具を使って体操し
ます。マットやとび箱、鉄棒で、側転、
開脚とび、逆上がりなどに挑戦して
みましょう。少人数のレッスンです。

小林知津 相愛大学音楽学部声楽専攻卒業

大好きな歌、もっと上手く歌
いたいな～と思いませんか。 
姿勢や発声、呼吸法などを身
に付けて、気持ちよく堂々と
歌ってみましょう。

中学3年生まで 幼児

京舞(井上流)
井上和枝 京舞教師

京都を代表する伝統古典芸能の
「京舞」
舞を通じて情操を養い、基礎とな
る姿勢から正しく身につくよう
に指導します。

6歳～

時間はお問い合わせ下さい。

月3回(日)【各30分】

月額(定)7,150円(税別)

尺八（都山流）
三好芫山 都山流竹琳軒大師範　邦楽アンサンブル風韻団長

世界的にもよく知られている日本の伝統楽
器、尺八。 基礎から取り組んでいきますの
で、若い方にも年配の方にもわかりやすくそ
の方に合った指導します。指導者は日本尺八
界を代表する講師 「三好芫山先生」です。

小3～中3

9/25㈪・10/16㈪ 2,500円

月2回(月)【各30分】

月額(定)5,100円(税別)

謡曲・仕舞(観世流)
橋本礒道 重要無形文化財総合指定保持者

6才の6月より稽古事を始める
と芸が上達すると京都では昔
より言い伝えられております。
お稽古を通し、美しい行儀・作
法を自然に身につけましょう。

6歳～

月3回(火)【各30分】

月額(定)8,150円(税別)

津軽三味線
松村幸治 民謡松村会　会主

現在では若い方からも支持され、人気
を集める津軽三味線。その迫力ある演
奏は日本のジャズとも評されていま
す。松村先生も10歳からお稽古されま
した。

6歳～

3 ヶ月10回(木)【各30分】

月額(定)8,167円(税別)

うた・各種楽器・ダンス・趣味・教養・こども講座など200講座以上が集う 総合カルチャーセンター講座一覧

背骨コンディショニング体操ゆるめて
歪みを整える

フラダンス教室
ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア

9/17(日)･10/1(日)
【上方舞】13:00 ～ 【地歌舞】14:30 ～3,050円 3,550円

3 ヶ月11回(月)
17:00～18:00（4歳～小2）
18:00～19:00（小2～小6）
月額7,184円(税別)

第1･3(土)16:30～17:30
月額4,100円(税別)

こどものためのクラシックバレエ
～本多恵子バレエ学園～

3 ヶ月11回(金)
17:00～18:00（年少児～小学校1年）
18:00～19:15（小学校1年～ 6年）
月額5,684円(税別)

クラシックバレエ（幼児・児童クラス）

3 ヶ月11回(木)16:10～17:10
月額6,184円(税別)

⒈バーレッスンでクラシックバレエの基礎を
　練習します。
⒉クラシックバレエのステップを学びます。 

楽しく充実したレッスンを通し
豊かな表現力と感性を育みます。

元気クラブ 体操教室
3歳児～小学校低学年まで

3 ヶ月10回(木)
15:00～15:30（3歳児）
15:30～16:30（幼稚園児）
16:30～17:30（小学校低学年まで）
月額5,167円(税別) 1,000円 1,000円

キッズボーカル

3 ヶ月10回(金)
〔1回30分〕

月額7,500円～(税別)

幼児の為の導入レッスン 6 ヶ月終了クラス
《ピアノ》
音感やリズム感を養いなが
ら、ピアノの基本奏法を中心
にお子様の演奏能力を総合的
に伸ばします。

《バイオリン》
大切な幼児期の導入として、
バイオリンの基本姿勢、奏法
を中心に演奏能力を総合的に
伸ばしていきます。 

※時間はお問い
　合わせください

・3ヶ月10回(月)～(土)〔各30分〕
・月2回(土)(日)〔各50分〕
月額(定)7,500円(税別)

・3ヶ月10回(月)～(土)〔各30分〕
・月2回(木)〔各50分〕
月額(定)7,500円(税別)

時間はお問い合わせ下さい。 時間はお問い合わせ下さい。

2,500円

邦楽邦楽 邦楽邦楽 邦楽邦楽 邦楽邦楽

時間はお問い合わせ下さい。

～自然な身体使いであなたの音を美しく～
ヴァイオリンの身体作りコース

10/1㈰・10/16㈪
10:30～12:00

1日
講座
1

1回3,000円(税別)定員5名

9/27㈬
10/25㈬

9/25㈪・10/23㈪

9/16㈯・10/14㈯
10/28㈯

プリマクラスは
お問い合わせ下さい

0歳児～小学生
0～3歳の音楽情操教室

音を聞いて、感じて、感覚で理解する
全身を使った楽しい音楽のレッスンです。
情操や知育、運動など人間形成の大切な土台を培います。

ピアノとの楽しい出会いを大切に個人レッスン
とグループレッスンを組み合わせた、
新しいスタイルのピアノ導入コースです。

個人で“ピアノ” グループで“音感”

3・43・4歳児（幼稚園年少・年中）

小小学生～

5・65・6 歳児～小学校低学年

月2回(水)
11:50～12:40
月額3,500円(税別)
［教材費別途］

月3回(土)11:00～
月3回(月)14:30～
月額5,250円(税別)
グループ60分(月1回) 個人20分(月2回)

3 ヶ月10回(月)or(土)
月額7,700円(税別)※時間はお問い合わせください
個人30分 グループ60分(1回)

月3回(土)11:00～《1年目》
月3回(月)16:30～《2年目》
《1年目》月額5,850円(税別)
《2年目》月額6,450円(税別)
グループ60分(月1回) 個人20分～ (月2回)

月3回(水)
10:50～11:50
月額4,350円(税別)
［教材費別途］

月3回(水)
9:50～10:50
月額4,350円(税別)
［教材費別途］

1日
講座
1 9/29㈮・10/31㈫　17:00～18:00

受講料1,800円(税別/教材費込)

「おんがくランド」に
夕方クラスが登場！

働くママがなかな
か踏み出せなかっ
た一歩を「おんがく
ランド」が全力で後
押しします。保育園
帰りの貴重な６０分をお子様の成長
に活用してみませんか。

※
各
ク
ラ
ス
教
材
費
別
途

1歳～3歳1歳～3歳1歳～3歳音楽の力で大きく育てる音楽の力で大きく育てる

9/30㈯
10/21㈯

幼児～小学生 一人ひとりの才能をみがき《ひかり輝くもの》を見つけます

(土)3 ヶ月10回
14:45～16:00
月額7,200円（税別）

幼児（4～7歳） 小学生（小学2年生～）幼児（4～7歳）
ミュージカルランド

(土)3 ヶ月10回
15:30～17:00
月額7,700円（税別）

小学校6年以上小学生（小学2年生～）
ミュージカルクラブ

(土)3 ヶ月10回
17:00～19:00
月額9,200円（税別）

小学校6年以上
Teens☆オペラ

年に１回、大きなステージでの発表公演会を行います。 たくさんの
人を前に大舞台で表現する経験は、子どもたちに計り知れない感
動と達成感を与えてくれます。 確かな自信を獲得した子どもたち
は、予想を超えた成長を遂げていきます。 また、１２歳以上を対象と
したクラス【Teens☆オペラ】では、“音楽を、目で見える表現で創り
出す”新しい舞台づくりを目指しています。

※
各
教
材
費
別
途

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

ホームページ
からも

ご予約お申込み
承ります

　　　　　　　　　　　　●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できます。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満65歳
以上の方は、入会金が無料になります。（年齢確認のできる身分証明書等のご提示をお願いします）●受講料は、金融機関からの1ヶ月
毎の自動引き落としでの納入をお願いします。※自動引き落としの手続きが完了するまでに2ヵ月程度を要します。●受講料には特
に明記した他は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費用は含まれておりません。●消費税は別途要します。●参加人数が
一定に満たない場合、体験や講座開講を延期または中止することがあります。

入会と受講のご案内

フォーラム御池
受講料は月額表記（税別）です。
教材費・材料費などは含まれておりません。 ご入会手続きの際は、年齢確認のできる

身分証明書のご提示をお願いします。

河
原
町
通

川
端
通

鴨
川

河
原
町
通

川
端
通

京都市役所前駅 御池通御池通
ス
ギ
薬
局

京
都
信
用
金
庫

←
御
池
阪
急

　 

ビ
ル
3
階

京都ホテル
オークラ

京都
市役所

鴨
川

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］

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

9/30㈯
まで

期間

満65歳以上の方は
随時入会金無料
満65歳以上の方は◆見学可（見学無料／要予約）※一部の講座を除く

◆体験可（有料／要予約）※一部の講座を除く

◆レッスン時間についてはお問い合わせ下さい。 ◆体験可（有料／要予約）※一部の講座を除く
◆受講料は5年目まで毎年1,000円(税別)上がります。（定額の受講料や※印の講座を除く）
◆（定）印の受講料は定額となっております。その他の講座は受講料の改定が実施されます。


