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こども美術教室

学研科学実験教室

内藤ひろみバレエ研究所
こどものためのクラシックバレエ

カワイ体育教室

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ● ジャンル豊富に110講座以上が集う 総合カルチャーセンター
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ご予約お申込み承ります!
パソコン・スマホ・携帯電話で

ご予約 〒523-0891滋賀県近江八幡市鷹飼町179
承ります

イオン近江八幡ショッピングセンター 2番街3F

楽しみながら健康に

スポーツ吹矢
中江

ホームページ からも

勲

第1･3（水）13:30〜15:30
月額3,600円(税別) 材料費：300円/月
3/15･3/22(水）13:30〜
（税込）

110円（税込）

着たいを作る

洋裁＆和裁
奥村清美
不要な服や着物を新し
い洋服や小物にリメイ
クしたり、浴衣作りな
ど、着たいものを作っ
て楽しみましょう。
［4/7(金）開講］

第1･3(金)10:15〜12:15
月額4,000円(税別)

疋田ゆかり

臨床美術士

本多恵子バレエ学園

こどもクラシックバレエ
①
【幼児クラス】
②
【小学生クラス】

本多恵子バレエ学園講師

クラシックバレエの基本を
丁寧に指導します。音楽に合
わせて踊る事により、リズム
感、表現力、お子様の身体能
力を育てていきます。
月3〜4回（木）
①16:30〜17:30
②17:30〜18:30
月額6,200円(税別)

4月より随時可
1,000円

全3回

「顔ヨガSpecial」
森

美晴

第3(火）10:15〜12:15
教材費：初回5,500円
月額5,100円(税別) 次回以降、月1,000円程度

(税込）

5,100円
2,500円

3/21(火)10:15〜

和紙ちぎり絵

花柳流日本舞踊 師範名取

第2(木)13:30〜15:30
月額2,000円(税別) 材料費別途

第1･3(月)
11:00〜12:00
月額4,800円(税別)

※体験申込は1週間前締切。

第2･4(木）
18:00〜19:00
月額3,000円(税別) 教材費：100円

(税込）

3/23･3/30(木）18:00〜

楽しいバレエ
前川佳那子・伊藤

1,000円

親子リトミック

（税込）

3/21(火)10:30〜

1,000円

【年長〜小学生】

慈 春日バレエ
羽角教室

バレエの基礎から丁寧に指導します。体の柔
軟性とリズム感を養いながら楽しく学び、美
しい体を作りましょう♪

月3〜4回（金）
18:20〜19:20
月額5,200円(税別)
4/14・4/21（金）18:20〜

1,000円

ディズニーハンドメイド
インストラクター

全6回

魔法のタワシ

キラキラデコ

キラキラ輝くビーズ
ひと粒ひと粒に丁寧
に針で糸を通すと、お
気に入りのディズニ
ーキャラクターが現
れます！

食事の後片付けが楽
しくなる、洗剤なしで
汚れが落とせるディ
ズニーキャラクター
のタワシを作ります。

混ぜるだけで固まる
樹脂粘土
（デ コ レ パ
テ）
に、
キラキラビジ
ューをのせて作るデ
ィズニーキャラクタ
ー講座です！

第1
（金）
13:00〜15:00

第4
（水）
13:30〜15:30

［4/26(水）開講予定］

第2
（水）
13:30〜15:30

［4/12(水）開講予定］

1,200円

こどもジャズピアノ

1,000円

今井祐岐

ジャズ・ボサノヴァ
ミュージシャン

第1･3（火）
15:00〜20:30※1回30分
①月額6,600円(税別)
②月額7,100円(税別)
個人レッスンにつき、
体験時間はご相談ください。 1,500円

戸塚刺しゅう
岡本朋子

戸塚刺しゅう師範

生活に彩をあたえる、やさしい刺しゅう
の一日講座です。掲載写真のポーチを作
ります。

© Disney. Based on the Winnie the Pooh works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

内藤ひろみバレエ研究所

こどものためのクラシックバレエ

①【幼児3歳〜】②【小学校低学年〜高学年】③【小学校高学年〜中学】

安田有仁子

内藤ひろみ
バレエ研究所講師

幼児期はバレエの基礎と姿勢・お行
儀などが身に付きやすく、年齢とと
もに協調性も育ちます。音楽に合わ
せて踊る楽しさを感じてください。

3/5・3/12・3/19（各時間）
※体験は15分程度

NAOTO

JAPAN DANCE DELIGHT
Vol.23 FINALIST

月3〜4回（土）
①14:40〜15:40 ②15:40〜16:40
月額6,200円(税別)
3/18･3/25(土)各時間帯

そろばん・
あんざん教室

はじめてダンスを習う子
も、少し踊れる子もみん
な一緒にダンシング♪お
子様の成長に合わせて丁
寧に指導します。

3/14･3/21(火）17:00〜

1,000円

加藤奈緒子

月3〜4回（火）
「1組」17:00〜18:00※満席
「2組」18:10〜19:10
月額3,800円(税別)
3/14･3/28(火)18:10〜※2組のみ
1,000円

ピアノレッスン
大阪芸術大学
演奏学科ピアノ専攻卒

月3〜4回（月）
①15:30〜16:30 ②16:30〜17:30
③17:30〜18:30 月額5,000円(税別)
3/6･3/13(月)のみ無料体験：各時間
1,000円

こども書道

【年長〜小学生】

日展入選・読売書法会
評議員・日本書芸員二審

第2･4（金）16:30〜18:00
月額3,100円(税別) 材料費別途
3/24(金)16:30〜

1,000円

こどもピアノ
加納須美子

月3〜4回（月）
16:00〜19:00※1回30分
月額7,500円(税別)

月3回（金）
16:00〜20:30※1回30分
月額6,150円(税別)

岸村宗敦

表千家講師

表千家流の略点前
には、盆点前、茶箱
点 前、立 礼 卓 点 前
が ご ざ い ま す。今
回は盆点前の一部
をご一緒に楽しみ
ましょう。

4/16（日）10:30〜12:00
1,000円(税別)
500円(税込)

3/19･3/26(日)10:10〜

〜硬筆・毛筆〜

【4歳〜小学生】

かきかた・書写教室
渡辺富美代

日展 水穂会常任理事

正しく美しい文字を学び、学校での漢字
学習、国語力向上に役立ちます。硬筆は学
校で使用してい
る漢字ドリルを
もとに苦手な文
字を分析して練
習します。

第1･3（土）10:30〜12:00
月額3,700円(税別) 材料費別途
3/18(土)10:30〜

1,000円

キッズ・ボーカルトレーニング
【小学生】

小林知津

相愛大学音楽学部卒・
源聖寺コーラスボイストレーナー

こどもフルート 【小学生】

一日で片づけ上手に！

整理収納アドバイザー 2級認定講座
香田雅子

1,000円

個人レッスンにつき、
体験時間はご相談ください。 1,000円

個人レッスンにつき、
体験時間はご相談ください。 1,000円

整理収納アドバイザー 1級
インテリアコーディネーター

4/16 (日)･6/11(日)
10:30〜17:30
23,100円(税込) テキスト代・認定料込

色が導く深層心理
広田さや

4/5（水）13:15〜15:30
2,500円(税別)
1,000円

月3〜4回（日）10:10〜11:10
月額3,200円(税別)

第1･3（土）14:00〜17:00※1回30分
月額5,700円(税別)

ピ ア ノ は、小 さ
な音楽家への第
一 歩!初 め て で
も楽しく始めら
れ ま す。い ろ ん
な曲が弾けるよ
うにレッスンし
ましょう。

茶道〜表千家流盆点前〜

大阪合気道会本部道場所属・
佐藤和夫 （公財）
合気道至誠塾主宰

【5歳〜小学生】

初めて楽器にふれるお
子 様 か ら、さ ら に レ ベ
ルアップを目指す上級
者 さ ん ま で、そ れ ぞ れ
のペースで楽しくレッ
スンしましょう。

個人レッスンにつき、
体験時間はご相談ください。 1,000円

こども合気道教室〜入門〜
合気道は体格や年齢に関係なく、どなたに
でも始められる現代武道です。護身術はも
ちろん、精神の修養法としても役立ちます。

楽しい運動遊び
で レ ッ ス ン！先
生を中心に、
マッ
ト・跳 び 箱・鉄 棒・
縄跳びなど多種
多様な運動を体
験します。

【4歳〜】

安藤あす花

カワイ体育教室専任講師

TCカラー初級セラピスト養成講座

入会と
受講の
ご案内

月3〜4回（火）
17:00〜18:00
月額6,200円(税別)

①
【年少〜年長】
②
【小1〜小3】
③
【小4〜小6】

井之内香遙

お子様に合わせて、いち
から丁寧に指導します。
知らず知らずのうちに
算数が好きになり楽し
くレッスンできます。

【小学生〜】

JDAC日本ストリートダンス
認定協議会ダンス教育指導士

【年長〜】

カワイ体育教室

筆や鉛筆の持ち方からスタート！楽しみ
ながらバランスよく文字を書く方法を学
んでいただきます。

キッズHIP HOP
ANNA

1,000円

小井ひとみ

①
【幼児】
②
【小学生】

(各)全6回5,000〜8,597円(税込)

(各)全6回21,000円(税別)

月3〜4回（日）
①16:20〜17:20
②17:30〜18:30
③18:40〜19:40
月額5,200円(税別)

3/18･4/1･4/15(土)15:30〜

1,000円

「子 供 た ち に ジ ャ ズ
脳を」をテーマに、ピ
アノや歌を通してク
リエイティブな思考
やリズム＆バランス
感 覚・英 語 文 化 へ の
興味を育てます。

第1･3(火）10:30〜11:10
月額3,800円(税別) 材料費：300円

ビーズモチーフ

©Disney

【1〜2歳】

大切な幼少期に親子の絆
をより深める事を音楽と
共にお手伝いします。育児
に関するお悩みも一緒に
解決していきましょう♪

4/3･4/17(月）11:00〜

［4/7(金）開講予定］

2,050円
1,000円

西本志保

原田良江・北川富子・森山斉美

実用毛筆書士

（税別）

Enjoy♪

こども習字教室
太田蒼江

第1･3（土）15:30〜17:00
月額3,400円(税別) 教材費：1,200円

3/27(月)10:30〜

花柳流は五大流派の中でも
最大の組織力を誇る流派。
美しい所作を身につけなが
ら、体力づくりもできます。
美容効果もアップ！

1,000円
1,000円

戸塚刺しゅう師範一級

第2･4(月）
10:30〜12:30
月額4,100円(税別) 材料費別途

和紙をちぎって貼りなが
ら、花や風景・風物詩を描
きます。まるで水彩画の
ように色鮮やかな作品を
一緒に作りましょう♪

3/23(木)13:30〜

科学実験教室は、身近な事象をテーマに
実験し、科学への興味・関心の芽を育み、
自ら考え工夫する力を育てます。

あなたの好きな色
で、かわいい作品を
作りましょう♪

［4/11(火）開講］
第2（火）
13:00〜14:00
全3回10,000円(税別)

花柳静山

〜月曜クラス〜
前田満喜江

顔ヨガインストラクター

楽しく和の心を〜花柳流日本舞踊

和紙ちぎり絵認定講師

やさしい戸塚刺しゅう

キラキラデコ

500円

第一印象が変わる!

年齢に関係なく、
マイナス
10歳顔・リフトアップ・二
重アゴ解消・小顔など、
な
りたい自分を目指しまし
ょう！※限定5名様

初めての筆でも大丈夫！
わかりやすく丁寧に進め
ま す の で、一 緒 に 楽 し く
お習字を学びましょう。

第1･3(水）17:00〜18:30
月額4,000円(税別) 教材費：1,000円
3/15･3/29(水）17:00〜

村瀬亜衣良

ジェルネイルは、ツルっとした
艶と一度つけたら長持ちするの
が大きな魅力です。爪を傷めず、
表面を削らないので、サロンに
通う感覚でレッスンできます。

学研専任講師

魔法のタワシ

臨床美術と合わせて、上
手・下手という概念にと
らわれず、気持ち良く楽
しんで自分を表現する
事を目指します。

ネイリスト
（NailCareNatural)

久保知子

【年長〜小6】

ビーズモチーフ

こども美術教室

1,500円

セルフジェルネイル
澤田真理子

年齢・性別問わず、手軽に
楽しめ、精神力、集中力を
高めるなど様々な健康効
果が期待できます。

1,000円

〜月1回 爪のお洒落〜

4月より随時可

1,000円

学研科学実験教室

JEUGIAカルチャー

【3歳〜低学年】
キッズ/ジュニア ①キッズ
②ジュニア【高学年〜中学生】

これからダンスを始めたいみんな!基本的なステ
ップから本格的な技術まで丁寧に指導します。一
番大切な「ノリ」も身につきます。

ダンスの基礎で
あるバレエの要
素 は も ち ろ ん、
HIPHOPで 大
切なダウンビー
トやステップな
ど、総 合 的 な ダ
ンスを楽しく学
べます。

月3〜4回（土）
12:00〜13:10
月額6,200円(税別)

イオン近江八幡

ストリートダンス

TCマスタートレーナー

3/12(日)･4/16 (日)･5/14 (日)10:30〜16:30
8,500円(税込)
10,500円(税込) テキスト・カラーボトル・認定料込

小山陽子

同志社女子大学学芸学部
音楽学科演奏専攻科卒

第1・3（木）15:30〜17:00※1回30分
月額6,100円(税別)
個人レッスンにつき、
体験時間はご相談ください。 2,000円

リフレクソロジー
初級セラピスト養成講座
椿美津子

RTA認定講師

3/22(水)･4/9 (日)･5/16 (火)10:10〜13:10
12,000円(税込)
5,000円(税込)テキスト代・認定料込

さとう式
リンパケア初級講座
中田洋子

さとう式リンパケアインストラクター・
さとう式リンパケアセルフケアマスター

3/26 (日)･4/23 (日)13:00〜15:30
10,000円(税込)
5,000円(税込)テキスト・ディプロマ代込

…消費税は別途要します。
（税別表記）
●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）
…税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。
●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・ 《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や各種サービスの告知、イベントのご案内を差し
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 上げる場合がございますので、ご了承ください。
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。
JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

