
対象：小学 1 年生以上
講師：今岡牧子（そろばん講師）
月 4 回（月）17:00 ～ 18:00
　   （体験は 16:15 ～ 16:45）
月額 5,000 円（税別）
体験材料費 100 円

計算が苦手な人も、そ
ろばんで楽しく計算し
ましょう！速く正確に
できるようになれば、
検定試験に挑戦できま
す。

そろばん教室

講師：澤﨑節子（レイ　モミ　フラメイツ）
月 3 回（木）　【入門】13:30 ～ 15:00
　　　　　　【初級】11:00 ～ 12:30
月額 5,000 円（税別）

気分リフレッシュと健康増進に心
いやされるハワイ音楽にあわせ
て、ゆったりと踊りましょう。
少しご経験のある方は【初級】コー
スで新しい曲にチャレンジしま
しょう。全くはじめての方は【入
門】コースで初歩からていねいに
指導します。

楽しいハワイアンフラダンス

体験無料

講師：山田真美恵（M-ism Dancing 代表）
月 4 回（土）10:30 ～ 12:00
月額 5,000 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

音楽に合わせて楽しく踊りましょう。初心者大歓
迎！運動不足解消にもバッチリです。

ジャズダンス

体験無料

対象：4 歳～高校生
講師：渡辺富美代
　　　（日展・水穂会常任理事）
月 3 回（木）16:00 ～ 20:00 の間の 60 分
月額 3,200 円（税別）
体験 1,000 円（税別）
体験材料費 200 円と半紙代別途

正しく美しい文字を学び、学校
での漢字学習に役立つ講座です。
毛筆・硬筆共に学べ、集中力を
高めます。

こども書道教室

対象：4 歳～中学生
講師：能勢まゆ子（洋画家・新制作協会・協友）
月 3 ～ 4 回（土）13:30 ～ 15:30
月額 5,300 円（税別） 　材料費別途
体験材料費 250 円

絵画や粘土、紙など
の身近な素材を使う
楽しい工作を通し
て、感性を大切にし
た自由で素直な表現
力を養います。

こどもアトリエ

体験無料

講師：GoodSun（ULTRA DANCE MARKET 所属）
月 3 回（火）【5 歳～小学生】17:30 ～ 18:30
　　　　　  【中学生～大人】19:00 ～ 20:00
月額 4,500 円（税別）    体験 1,000 円（税別）

ストリートダンスのひとつ
でポッピングというロボッ
トダンスやアニメのように
面白く踊ったり、マイケル
ジャクソンンのようなパワ
フルでスタイリッシュなダ
ンスを楽しみながら身につ
けられるレッスンです。

ポッピング＆スタイリングダンス

対象：女性限定
講師：田中エミ（ヨガインストラクター）
月 3 ～ 4 回（火）13:30 ～ 14:30
月額 4,500 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

初心者の方でも安
心して始められる
やさしいヨガで
す。心をリラック
スさせ、身体のバ
ランスを整えて
いきます。

リラックスヨガ

対象：年中～
講師：京都スポーツ教室指導員
月 3 ～ 4 回（土）　【幼　児】14:30 ～ 15:30
　　　　　　　　 【小学生】15:30 ～ 16:30
月額 5,500 円（税別）

子供は「元気がい
ちばん！」。マット・
とび箱・鉄棒等に
トライ！楽しくの
びのびと身体を動
かしましょう。

こども体操教室

体験無料

対象：3 歳～
講師：櫻井真理（春日バレエ研究所助教師）
月 4 回（木）　17:00 ～ 19:30 の間の 60 ～ 90 分

（学年・年齢に応じて）
月額 5,200 円（税別）

手足をいっぱい
広げて踊る小さ
なバレリーナ
達。楽しく元気
におけいこしま
しょう。

クラシックバレエ

体験無料

春日バレエ
 研 究 所

ぐ　っ　さ　ん

対象：年中～小学生
講師：金田修（公益社団法人日本空手協会宇治支部支部長）
月 3 ～ 4 回（月）17:00 ～ 18:30
月額 4,400 円（税別）

四大空手道のひとつで
世界最大の流派、松濤
館流空手で健全な精神
と強じんな肉体を育て
ましょう。体力はもち
ろん、礼儀作法が身に
付き、忍耐力など精神
的にも鍛えられます。

こども空手教室

体験無料

対象：5 歳～小学生
講師：HARU（ダンサー）
月 3 回（土）17:30 ～ 18:30
月額 4,500 円（税別）

はじめてダンスにチャレンジす
るこどもたち集まれ！ストリー
トダンスの中でも人気のヒップ
ホップでかっこよく踊りましょ
う。
かんたんな動きから始めますの
で、全くはじめてのこどもたち
でも大丈夫です。

キッズ・ヒップホップ入門

体験無料

講師：秋山公平（嵩山少林寺、
全日本少林寺気功協会認定指
導員）
第 2・4（水）10:30 ～ 11:30
月額 4,000 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

気功は、気体を体に感じ呼
吸を整えつつ、徐々に静の
状態に入るもので、気分良
好、体調管理まで効果あり
の健康法です。

健康維持のための気功

当会場には受付がありません。お申し込み・お手続きはお電話・WEB にて承ります 対象：中学生以上
講師：能勢まゆ子（洋画家
・新制作協会・協友）
第 1･3( 土 )16:00〜18:00
第 2･4( 土 )15:45〜17:45
上記のご都合のよい週いずれかを選んでいただ
きます。
月額 4,000 円（税別）　材料費別途
体験材料費
( 水彩・デッサン )300 円
( 油絵 )500 円

油絵や水彩などご希望の
技法で、身近なモチーフ
を描きます。構図、彩色
法などわかりやすく指導
します。

絵画教室（油絵・水彩・デッサン）

対象：15 歳以上
講師：秋山公平（嵩山少林寺、
全日本少林寺気功協会認定指
導員）
第 2･4（日）10:30 ～ 12:00
月額 4,000 円（税別）　体験 1,000 円（税別）

映画でおなじみ、中国の嵩山
（すうざん）少林寺の武術、少
林拳を教えます。また中国武
術に気功は切っても切れない
もの。特に気功と少林拳は密
接な関連があり、気功は少林
拳の基礎です。
武道がはじめての方でもてい
ねいに指導しますので気軽に
ご参加ください。
ちなみに日本の少林寺拳法と
は別のものです。

中国武術の源流　少林拳

体験無料

〒611-0013 京都府宇治市菟道平町 28 番地の 1当会場には受付がありません。お申し込み・お手続きはお電話・WEB にて承ります

講師：奥山薫（手芸指導員）
第 1･3( 土 )10:30〜12:30
月額 4,000 円（税別）　材料費別途
体験 1,000 円（税別）
体験材料費 1,500 円（税別）
持ち物：洋裁道具、鉛筆、しつけ糸

ハギレを縫い合わ
せ、色の変化や形の
おもしろさを楽しみ
ましょう。
身近な物で手作りの
あたたかみが味わえ
ます。
はじめての方は小さ
な作品から徐々に大
きな作品へとすすめ
ていきましょう。

パッチワークキルト

対象：中学生以上
講師：HARU（ダンサー）
月 3 回（土）18:30 ～ 19:30
月額 4,500 円（税別）
持ち物：動きやすい服装、
上履き、水分

学生さんも大人の方も楽しく踊り
ましょう。
ヒップホップってどういうダン
ス？っていう方、テレビの音楽番
組で見るダンサーの多くがヒップ
ホップだといわれていますので、
初心者でもなじみやすいダンスで
す。
全く初めての方を対象にレッスン
しますので気軽に参加してくださ
い。

はじめてのヒップホップ

体験無料

講師：秋山公平（元慶熙大学平生教育院講師）
月額 4,000 円（税別）　教材費別途
体験 1,000 円（税別）

【入　門】
第1・3（金）10:30～ 11:30　
ハングルの読み書きから始めたい
方向け。全く初めての方対象です。
【初級①】
第1・3（日）10:30～ 12:00　
ハングルの読み書きも話すのもま
だまだ覚えたての方向け。
【初級②】
第1・3（日）15:00～ 16:30　
ハングルの読み書きはできるけど、話すのがまだ
自信のないかた向け。
【中　級】
第2・4（金）16:00～ 17:30　
ある程度話せる方向け。

韓国語レッスン（入門・初級・中級）

講師：渡辺富美代（日展・水穂会常任理事）
月 3 回（木 )13:30〜15:30
月額 4,500 円（税別）　材料費別途
体験 1,000 円（税別）
体験材料費 200 円（税別）、半紙代（50 円程度）
体験持ち物：書道道具一式（お持ちでない方は
無料貸し出し可）、ボールペン等

毛 筆 か ら ペ ン 字、
ボールペンまでお好
きな道具でお稽古し
てください。
住所・氏名・慶弔の
表書きなどの基礎か
ら芸術的なものま
で、幅広く学べます。
一人一人に合わせた
指導です。

実用書とかな書道

講師：Saeko（ピラティスインストラクター）
月 3 回（木）15:30 ～ 16:30
月額 5,100 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

ピラティスはドイツ人ピラ
ティスが負傷兵のリハビリ
のために考案したエクササ
イズです。
無理なく体幹とインナー
マッスルを鍛えることがで
き、姿勢が良くなり、筋肉
が増え基礎代謝が上がるた
め、太りにくい体質を作り
ます。
健康維持や腰痛予防、ダイ
エットに挑戦してみたい方
お待ちしております。

やさしいピラティス

講師：藤原萠乃（鑑定士）
第 1・3（水）10:30〜12:00
月額 5,000 円（税別）　教材費別途
体験 2,000 円（税別）
体験材料費 500 円（税別）

四柱推命は中国の五行説を
起源とし、年・月・日・時
の 4 つの柱で命運を推察し
ます。
仕事、家庭、健康、配偶者、
恋愛、金運等人生の流れや
運勢を知ることで、チャン
スをつかみ、困難を乗り切
る指針とすることができま
す。

人生にいかす四柱推命

講師：藤原萠乃（鑑定士）
第 1・3（木）10:30〜12:00
月額 5,000 円（税別）　教材費別途
体験 2,000 円（税別）
体験材料費 500 円（税別）

4 か月単位でいろいろ
な占い方法を学びま
す。5月～8月「手相」、
9月～12月「易タロッ
ト」、1 月～ 4 月「姓
名判断 & 九星気学」
を予定しています。
様々な方法で占うこと
で、より正確な運勢を
知ることができます。
人生を楽しく生きるた
めのツールとしてマス
ターしましょう。

たのしい占い教室

毎年の運勢はもちろん、自分の才能、性質がわかり、
人間関係の円滑化にも役立ちます。約半年間で入
門編を学び応用編へと進みます。



対象：小学 1 年生以上
講師：今岡牧子（そろばん講師）
月 4 回（月）17:00 ～ 18:00
　   （体験は 16:15 ～ 16:45）
月額 5,000 円（税別）
体験材料費 100 円

計算が苦手な人も、そ
ろばんで楽しく計算し
ましょう！速く正確に
できるようになれば、
検定試験に挑戦できま
す。

そろばん教室

講師：澤﨑節子（レイ　モミ　フラメイツ）
月 3 回（木）　【入門】13:30 ～ 15:00
　　　　　　【初級】11:00 ～ 12:30
月額 5,000 円（税別）

気分リフレッシュと健康増進に心
いやされるハワイ音楽にあわせ
て、ゆったりと踊りましょう。
少しご経験のある方は【初級】コー
スで新しい曲にチャレンジしま
しょう。全くはじめての方は【入
門】コースで初歩からていねいに
指導します。

楽しいハワイアンフラダンス

体験無料

講師：山田真美恵（M-ism Dancing 代表）
月 4 回（土）10:30 ～ 12:00
月額 5,000 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

音楽に合わせて楽しく踊りましょう。初心者大歓
迎！運動不足解消にもバッチリです。

ジャズダンス

体験無料

対象：4 歳～高校生
講師：渡辺富美代
　　　（日展・水穂会常任理事）
月 3 回（木）16:00 ～ 20:00 の間の 60 分
月額 3,200 円（税別）
体験 1,000 円（税別）
体験材料費 200 円と半紙代別途

正しく美しい文字を学び、学校
での漢字学習に役立つ講座です。
毛筆・硬筆共に学べ、集中力を
高めます。

こども書道教室

対象：4 歳～中学生
講師：能勢まゆ子（洋画家・新制作協会・協友）
月 3 ～ 4 回（土）13:30 ～ 15:30
月額 5,300 円（税別） 　材料費別途
体験材料費 250 円

絵画や粘土、紙など
の身近な素材を使う
楽しい工作を通し
て、感性を大切にし
た自由で素直な表現
力を養います。

こどもアトリエ

体験無料

講師：GoodSun（ULTRA DANCE MARKET 所属）
月 3 回（火）【5 歳～小学生】17:30 ～ 18:30
　　　　　  【中学生～大人】19:00 ～ 20:00
月額 4,500 円（税別）    体験 1,000 円（税別）

ストリートダンスのひとつ
でポッピングというロボッ
トダンスやアニメのように
面白く踊ったり、マイケル
ジャクソンンのようなパワ
フルでスタイリッシュなダ
ンスを楽しみながら身につ
けられるレッスンです。

ポッピング＆スタイリングダンス

対象：女性限定
講師：田中エミ（ヨガインストラクター）
月 3 ～ 4 回（火）13:30 ～ 14:30
月額 4,500 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

初心者の方でも安
心して始められる
やさしいヨガで
す。心をリラック
スさせ、身体のバ
ランスを整えて
いきます。

リラックスヨガ

対象：年中～
講師：京都スポーツ教室指導員
月 3 ～ 4 回（土）　【幼　児】14:30 ～ 15:30
　　　　　　　　 【小学生】15:30 ～ 16:30
月額 5,500 円（税別）

子供は「元気がい
ちばん！」。マット・
とび箱・鉄棒等に
トライ！楽しくの
びのびと身体を動
かしましょう。

こども体操教室

体験無料

対象：3 歳～
講師：櫻井真理（春日バレエ研究所助教師）
月 4 回（木）　17:00 ～ 19:30 の間の 60 ～ 90 分

（学年・年齢に応じて）
月額 5,200 円（税別）

手足をいっぱい
広げて踊る小さ
なバレリーナ
達。楽しく元気
におけいこしま
しょう。

クラシックバレエ

体験無料

春日バレエ
 研 究 所

ぐ　っ　さ　ん

対象：年中～小学生
講師：金田修（公益社団法人日本空手協会宇治支部支部長）
月 3 ～ 4 回（月）17:00 ～ 18:30
月額 4,400 円（税別）

四大空手道のひとつで
世界最大の流派、松濤
館流空手で健全な精神
と強じんな肉体を育て
ましょう。体力はもち
ろん、礼儀作法が身に
付き、忍耐力など精神
的にも鍛えられます。

こども空手教室

体験無料

対象：5 歳～小学生
講師：HARU（ダンサー）
月 3 回（土）17:30 ～ 18:30
月額 4,500 円（税別）

はじめてダンスにチャレンジす
るこどもたち集まれ！ストリー
トダンスの中でも人気のヒップ
ホップでかっこよく踊りましょ
う。
かんたんな動きから始めますの
で、全くはじめてのこどもたち
でも大丈夫です。

キッズ・ヒップホップ入門

体験無料

講師：秋山公平（嵩山少林寺、
全日本少林寺気功協会認定指
導員）
第 2・4（水）10:30 ～ 11:30
月額 4,000 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

気功は、気体を体に感じ呼
吸を整えつつ、徐々に静の
状態に入るもので、気分良
好、体調管理まで効果あり
の健康法です。

健康維持のための気功

当会場には受付がありません。お申し込み・お手続きはお電話・WEB にて承ります 対象：中学生以上
講師：能勢まゆ子（洋画家
・新制作協会・協友）
第 1･3( 土 )16:00〜18:00
第 2･4( 土 )15:45〜17:45
上記のご都合のよい週いずれかを選んでいただ
きます。
月額 4,000 円（税別）　材料費別途
体験材料費
( 水彩・デッサン )300 円
( 油絵 )500 円

油絵や水彩などご希望の
技法で、身近なモチーフ
を描きます。構図、彩色
法などわかりやすく指導
します。

絵画教室（油絵・水彩・デッサン）

対象：15 歳以上
講師：秋山公平（嵩山少林寺、
全日本少林寺気功協会認定指
導員）
第 2･4（日）10:30 ～ 12:00
月額 4,000 円（税別）　体験 1,000 円（税別）

映画でおなじみ、中国の嵩山
（すうざん）少林寺の武術、少
林拳を教えます。また中国武
術に気功は切っても切れない
もの。特に気功と少林拳は密
接な関連があり、気功は少林
拳の基礎です。
武道がはじめての方でもてい
ねいに指導しますので気軽に
ご参加ください。
ちなみに日本の少林寺拳法と
は別のものです。

中国武術の源流　少林拳

体験無料

〒611-0013 京都府宇治市菟道平町 28 番地の 1当会場には受付がありません。お申し込み・お手続きはお電話・WEB にて承ります

講師：奥山薫（手芸指導員）
第 1･3( 土 )10:30〜12:30
月額 4,000 円（税別）　材料費別途
体験 1,000 円（税別）
体験材料費 1,500 円（税別）
持ち物：洋裁道具、鉛筆、しつけ糸

ハギレを縫い合わ
せ、色の変化や形の
おもしろさを楽しみ
ましょう。
身近な物で手作りの
あたたかみが味わえ
ます。
はじめての方は小さ
な作品から徐々に大
きな作品へとすすめ
ていきましょう。

パッチワークキルト

対象：中学生以上
講師：HARU（ダンサー）
月 3 回（土）18:30 ～ 19:30
月額 4,500 円（税別）
持ち物：動きやすい服装、
上履き、水分

学生さんも大人の方も楽しく踊り
ましょう。
ヒップホップってどういうダン
ス？っていう方、テレビの音楽番
組で見るダンサーの多くがヒップ
ホップだといわれていますので、
初心者でもなじみやすいダンスで
す。
全く初めての方を対象にレッスン
しますので気軽に参加してくださ
い。

はじめてのヒップホップ

体験無料

講師：秋山公平（元慶熙大学平生教育院講師）
月額 4,000 円（税別）　教材費別途
体験 1,000 円（税別）

【入　門】
第1・3（金）10:30～ 11:30　
ハングルの読み書きから始めたい
方向け。全く初めての方対象です。
【初級①】
第1・3（日）10:30～ 12:00　
ハングルの読み書きも話すのもま
だまだ覚えたての方向け。
【初級②】
第1・3（日）15:00～ 16:30　
ハングルの読み書きはできるけど、話すのがまだ
自信のないかた向け。
【中　級】
第2・4（金）16:00～ 17:30　
ある程度話せる方向け。

韓国語レッスン（入門・初級・中級）

講師：渡辺富美代（日展・水穂会常任理事）
月 3 回（木 )13:30〜15:30
月額 4,500 円（税別）　材料費別途
体験 1,000 円（税別）
体験材料費 200 円（税別）、半紙代（50 円程度）
体験持ち物：書道道具一式（お持ちでない方は
無料貸し出し可）、ボールペン等

毛 筆 か ら ペ ン 字、
ボールペンまでお好
きな道具でお稽古し
てください。
住所・氏名・慶弔の
表書きなどの基礎か
ら芸術的なものま
で、幅広く学べます。
一人一人に合わせた
指導です。

実用書とかな書道

講師：Saeko（ピラティスインストラクター）
月 3 回（木）15:30 ～ 16:30
月額 5,100 円（税別）
体験 1,000 円（税別）

ピラティスはドイツ人ピラ
ティスが負傷兵のリハビリ
のために考案したエクササ
イズです。
無理なく体幹とインナー
マッスルを鍛えることがで
き、姿勢が良くなり、筋肉
が増え基礎代謝が上がるた
め、太りにくい体質を作り
ます。
健康維持や腰痛予防、ダイ
エットに挑戦してみたい方
お待ちしております。

やさしいピラティス

講師：藤原萠乃（鑑定士）
第 1・3（水）10:30〜12:00
月額 5,000 円（税別）　教材費別途
体験 2,000 円（税別）
体験材料費 500 円（税別）

四柱推命は中国の五行説を
起源とし、年・月・日・時
の 4 つの柱で命運を推察し
ます。
仕事、家庭、健康、配偶者、
恋愛、金運等人生の流れや
運勢を知ることで、チャン
スをつかみ、困難を乗り切
る指針とすることができま
す。

人生にいかす四柱推命

講師：藤原萠乃（鑑定士）
第 1・3（木）10:30〜12:00
月額 5,000 円（税別）　教材費別途
体験 2,000 円（税別）
体験材料費 500 円（税別）

4 か月単位でいろいろ
な占い方法を学びま
す。5月～8月「手相」、
9月～12月「易タロッ
ト」、1 月～ 4 月「姓
名判断 & 九星気学」
を予定しています。
様々な方法で占うこと
で、より正確な運勢を
知ることができます。
人生を楽しく生きるた
めのツールとしてマス
ターしましょう。

たのしい占い教室

毎年の運勢はもちろん、自分の才能、性質がわかり、
人間関係の円滑化にも役立ちます。約半年間で入
門編を学び応用編へと進みます。


