
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     

                          
   
   

     
     
     
     

                          
   
   

小泉広明 滋賀県美術協会理事 二紀会準会員 

楽しんで描く事、対象物をしっかり

見て描く事、各種児童画コンクー

ルへの出品を目指します。 

第1･3(金) 17:00～18:00 

月額 3,100円(税別) 

     7/1(金)17:00～ 

ホリユキエ 
バレリーナヨガ® 

公認インストラクター 

第2・４(水)10:30～11:30 

月額 3,100円(税別) 

西岡千春 JPS/APA会員 

1回目初心者の為のデジタ

ルカメラの基礎   2回目上手

く撮るコツ教えます 3回目

撮った写真の処理の仕方 

第2(金) 10:30～12:30 

全3回 6,300円(税別) 

石本 彰 全国麻雀段位審査会認定 

麻雀アドバイザー(9段) 

2015年世界大会個人4位の

講師が指導。リーチ麻雀経

験者にはルールの違いを楽

しんで頂けます。 

第2･４(木)10:30～12:30 

月額 5,000円(税別) 

 

Guts 大阪音学大学ジャズ・ポピュラー・ 

ヴォーカル科卒 ヴォーカリスト 

第１･3(金) 19:30～21:00 

月額 4,100円(税別) 

徳江記代子 日本きもの学院教授 

今年はご自分で浴衣の着付け

をして出かけませんか？半巾帯

で素敵な帯結びをご指導致しま

す。 

増田有紀 日本若石健康研究会マスター会員 

認定講師 

子供への足揉みの大切さと施

術の仕方を学ぶ事で、体質改

善や病気の予防に子供の健康

な身体作り始めましょう [対

象：0歳児～未就学児とその母親] 

湖南ネットしが専任講師 

レゴブロックを組み立て、パ

ソコンからの簡単なプログラ

ミングでロボットを動かします。 

7/28(木)13:15～15:00 ※締切 7/25(月) 

[受講料] 2,000円(税別) [レンタル代] 500円(税込) 

      7/8(金)10:30～ 開講        6/23(木)       7/1(金)19:30～ [体験料] 1,000円(税別) 

 6/25・7/9(土)13:30～15:30 

受講料：全2回3,100円(税別) 7/４(月)10:30～11:30 受講料：1,500円(税別) 

 6/26(日)10:00～17:00 

[受講料]20,000円(税別) 

[テキスト代]1,500円(税込) 

   6/22・7/13(水)10:30～  

野路井邦充 手づくり工房「種芸」 

一枚の紙を切って折ってゆ

くと昆虫や恐竜が出来上

がります。夏休みの体験に

いかがですか？ 

7/30(土)10:30～11:30 ※締切 前日 

[受講料] 1,000円(税別) [教材費] 100円(税込) 

学研科学実験教室専任講師 

【テーマ：空気の実験】 

空気は、とてもおもしろい性質を持って

います。空気実験ロボットを組立てて、

身近にある空気の性質を様々な実験

で学びます。 
8/20(土)10:30～12:00  

※締切 8/16(火)午前中 

[受講料] 800円(税別) [教材費] 1,200円(税別) 

吉川雄太 京都スポーツ教室指導員 

１人１人のお子様に合わせて、

元気にかつ丁寧にすすめます。

成果はもちろん、自信もお持ち

帰りください！！ 

8/1(月)年少～10:00～/小学生11:10～ ※締切 前日 

[受講料] 1,850円(税別) 

疋田ゆかり 臨床美術士 

雪の結晶の柄が浮かびあがる

ようにTシャツを染めて、夏のオ

シャレを楽しんじゃおう！夏休

みの宿題にもオススメです。対

象：4歳以上 
8/3(水)10:30～12:30 ※締切 8/1(月) 

[受講料] 2,000円(税別) [教材費] 1,000円(税別) 

船越育代 ヘリテージデコインストラクター 

色々なデザインペーパーを切っ

て、貼って、仕上げ剤を塗って、

生成りのトートバックが大変

身！！お気に入りバックを作り

ましょう。 

8/5(金)13:30～15:00 ※締切 :7/29(金) 

[受講料] 800円(税別) [教材費] 1,000円(税込) 

目片紀代美 粘土講師 

おうちの形の貯金箱!!やねやか

べ、おにわを自由に飾って自分

だけのステキなおうちを完成させ

てください。<お楽しみつき!!>

対象:小学生 
8/4(木)13:00～14:30 ※締切 7/29(金) 

[受講料] 1,000円(税別) [材料費] 500円(税別) 

＊RIKO＊ 

お砂糖の粘土のペーストでイチゴ

やオレンジやキウイ、生クリームを

作り、デコレーションします。対象:

小学生 低学年は親子でどうぞ 

7/24(日)10:00～11:30※締切 7/17(日) 

[受講料] 2,000円(税別) [材料費] 1,500円(税別) 

山本洋子 ローフードマイスター近江八幡校校

長 

火、砂糖、小麦粉、卵、

乳製品を使わないヘル

シーデザートをお子様と

一緒に作りましょう！対

象:3才～ 
8/6(土)10:00～11:30 ※締切 7/29(金) 

[受講料]2,000円(税別) [材料費] 1,000円(税別) 

脇山玲奈 
整理収納アドバイザー認定講師 

ハウスキーピングコーディネーター 

片付かない原因や問題点を見つ

け、モノとの関わり方から見直す

事で問題を解決する、ハウスキー

ピング協会の資格講座。 

こども絵画 

チベット体操 ストレッチヨガ 

女性のための写真入門教室 ゴスペル 

ロボット教室 
育てエンジニア! 

かみわざ(紙技) 学研科学実験教室 
夏の自由研究科学教室 

鉄棒マスター 
ニガテ克服！ 

Tシャツを作ってみよう 

オリジナルバックを 

デコパージュで作ってみよう！ 

整理収納アドバイザー 

2級認定講座 

フルーツケーキのボックス 

シュガーアートで 

ローフードのケーキを作る 

親子でカンタン！ローフードスイーツ！ 

｢すずしくな～れ！｣雪の結晶 

ヘリテージデコに挑戦!! 

[体験料]1,000円(税別) 

[材料費]  800円(税込) 

キッズHIPHOP初級 

 
MIKA フリーダンサー・振付師 

ダンスを始めてみたいと思う方に

オススメ！1からゆっくり楽しくいろ

んな曲で踊っていきましょう。 

第1･3(月) 18:00～19:00 

月額 3,100円(税別) 

     6/20(月)18:00～  

初めてのタップダンス 

奥田けいこ 奥田タップダンススタジオ主宰 

子どもから大人までタップダン

スを楽しみながら、リズム感バ

ランス感覚を身につけましょう 

月3回(土) 17:30～18:30 

月額7,500 円(税別) 

期間：７/２０～８/３１  

2回以上のご受講が条件です。 

受講料・運営費（教材費が必要有）のみで 

ご受講頂けます。 

【入会金不要】 

    6/18･7/9(土)17:30～  

ヒーリングエクササイズ 

岩井智子 
チベット体操協会認定 

インストラクター 

第1･3(月) 14:15～15:30 

月額 3,700円(税別) 

～体も心も健やかに～「若返

り体操」 誰でも簡単に取り組

める5つの体操と1つの呼吸法

にアレンジしたものです。 

木曜太極拳 
かんたん！美･ 

浴衣を楽しみましょう 
かんたん着付教室 

中谷由美子 
日本武術太極拳連

盟公認指導員 

ゆっくりした全身運動の中国武

術です。体のバランスを保ち、

筋力アップ、心身をリフレッシュ

しましょう。 

第1･3(木) 19:00～20:30 

月額 3,600円(税別) 

     6/16・7/7(木)19:00～ 

いつまでも健康で美しくいるためのス

トレッチとヨガを組み合わせたレッス

ンです。体のかたい方、楽に運動した

い方には特におすすめです。 

はじめての国際公式ルール 

マージャン教室 
楽しんでストレス発散♪ 

音符が読めなくても、年齢、性

別も関係ない！1つの歌を、皆

で思いっ切り声を出して、一緒

に歌ってみませんか！ 

日本若石健康法 

親子足もみ教室 

      夏休みトライアルレッスン 対象講座一覧 お気軽にお試し下さい！！ 

◎こども書道 第2･4(火)16：00～18:00 月額3,100円(税別) 

◎学生の書道 第2・4(水)16:30～18:30 月額3,100円(税別) 

◎楽しいそろばんと算数教室 月3～4回(木)16:30～・17:00～ 月額3,150円～(税別) 

◎こども合気道 月3～4回(土)16：00～17:00 月額4,050円～(税別) 

◎ストリートダンス  月3～4回(水)時間はお問い合わせください 月額4,650円～(税別) 

◎プチバレエ小さなバレリーナ 月3回(土)10:00～・11:15～ 月額4,950円(税別) 

◎辻バレエ研究所クラシックバレエ 月4回・月8回 (月)・(木)16:30～ 月額5,200円～(税別) 

◎谷口バレエスタジオクラシックバレエ 月3～4回・月7～8回 (月)・(水)時間はお問い合わせください月額4,260円～(税別) 

詳しい日程、時間、金額について

は受付にてご確認ください。 

[体験料]1,000円(税別)  [体験料]1,500円(税別)  

    6/20・7/4(月)14:15～ [体験料]1,850円(税別)  [体験料]1,000円((税別)  

紙ねんどで貯金箱を作ろう 

切ってみよう！ 

[体験料]2,500円(税別) 

[資料代]  100円(税別) 

夏休み特別講座特集 【入会金不要】の特別講座！どなたでも気軽に参加できます
。 



 

 


