
3/18（月）・5/20（月）13:30～15:30

3/19（火）16:00～17:00

3/27（水）10:15～11:15

3/22(金)13:30～14:30 3/6（水）・3/20（水） 14:00～15:30

2,050円(税別)

500円(税込)

2,000円(税別)

3,800円(税別) 1,000円(税別)3/19（火）13:30～14:30 3/20（水）10:30～12:00 1,000円(税別)

1,000円(税別)
200円(税込)3/6(水)・3/20(水)10:15～12:15

2,050円(税別) 2,000円(税込) 2,050円(税別) 1,080円(税込)

2,050円(税別) 1,080円(税込)

2,800円(税別)

100円(税込)

2,100円(税別)

2,000円(税込)

3/12（火）・3/26（火） 15:00～17:00
2,050円(税別)

2,050円(税別) 1,080円(税込)

2,050円(税別) 500円(税込) 2,050円(税別)

2,000円(税別) 1,000円(税込) 2,500円(税別) 1,300円(税別) 2,050円(税別) 2,000円(税別)

4,050円(税別)60分間 / 4,500円(税別)

2,550円(税別) 1,000円(税込)

2,250円(税別)

3/19・26（火）12：00～12：45

2,050円(税別) 1,000円(税込)

1,550円(税別) 800円(税込)

2,050円(税別) 540円(税込)2,750円(税別) 1,500円(税込)

2,050円(税別) 1,000円(税込)

1,550円(税別) 800円(税込)

2,050円(税別)

2,100円(税別) 200円(税込)1,550円(税別)

1,550円(税別) 300円(税込)2,050円(税別) 200円(税込)

1,550円(税別)

2,600円(税別) 1,080円(税込)

1,600円(税別)《45分クラス》

2,100円(税別)

2,000円(税別) 500円(税込)

2,050円(税別) 1,080円(税込)

2,200円(税別)《入門》 700円(税込) 700円(税込)2,100円(税別) 2,160円(税込)

3,000円(税別) 1,500円(税込)2,050円(税別) 1,700円(税込) 2,100円(税別) 1,500円(税込)

2,500円(税別) 500円(税込)

2,100円(税別)
1,500円(税込)

2,000円(税別) 1,500円(税込) 2,100円(税別) 1,500円(税込)

2,100円(税別) 2,500円(税込)2,100円(税別) 2,000円(税込)

1,550円(税別)

1,550円(税別) 2,500円(税込)

1,550円(税別) 2,050円(税別) 1,550円(税別) 1,250円(税別)

2,100円(税別)1,550円(税別) 1,500円(税別)

1,000円(税別)

1,000円(税別) 1,550円(税別) 1,450円(税別)

1,550円(税別)

2,050円(税別)

2,250円(税別) 2,050円(税別) 2,550円(税別)2,050円(税別)

2,050円(税別) 1,850円(税別)

1,550円(税別) 2,250円(税別)

1,200円(税別)

1,500円(税別)

1,850円(税別)《入門・初級》 2,050円(税別)《中級》2,500円(税別) 800円(税込)

4,050円(税別)※時間はお問い合わせ下さい 4,050円(税別)※時間はお問い合わせ下さい 2,750円(税別)※時間はお問い合わせ下さい

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

アート＆クラフト

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

音　楽

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

美容・健康・癒し

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

趣味教養 

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

生活文化 

◆材料費・教材費等を別途要する講座もあります。

◆必ず事前にご予約下さい。［店頭・お電話・WEBより］

◆参加人数が一定数に満たない場合、講座開講や体験等
を延期または中止することがあります。

◆体験時間の記載がない場合は、通常のレッスン時間に
なります。

ダンス・舞踊 

第2・4（火）15:00～17:00
月額4,100円(税別)

色の濃淡を活かして、さまざまな題材
の作品作りに挑戦してみましょう。
難しく考えないで気軽に始めてみ
ませんか。

手古泰苑 現代俳画協会会員

第3（火）10:30～12:30
月額2,500円(税別)

篆刻（てんこく）講座
中島大夢 日本書芸院篆刻二科審査会員

第2･4（月）10:30～12:30
月額4,100円(税別)

トールペイント
松原美子 (財）日本手芸普及協会認定講師  公益(財)日本生涯学習協会

（所管：内閣府）監修・認定トールペイント技能認定講座本部講師

第2･4（金）10:30～12:30
月額3,100円(税別)

共に暮らす木彫雑貨

彫る楽しさ、使う楽しさ、見せる
楽しさ。お部屋にあった必要な
雑貨や家具を、オリジナルデザ
インで提案します。

成瀬さやか 工芸プロデューサー
室内コーディネーター

第2･4（水）13:00～15:00
月額4,100円(税別)

ステンドグラス工房キタムラ

ステンドグラスを作ろう!!彩りと煌き
との出合い、空間を彩るアート。好み
のデザインでガラスをカット・組立。
初めてでも安心！初心者歓迎。

北村光旦 ステンドグラス作家

第3（月）13:30～15:30
月額2,100円(税別)

ポーセラーツ

まっ白な器を好きなように彩り、あ
なただけのテーブルウェアを作り
ましょう。転写紙を貼るだけなので
簡単でキレイに出来上がります。

田中優巳子 日本ヴォーグ社
ポーセラーツインストラクター

第1･3（火）10:30～12:30
月額4,100円(税別)

グラスリッツェン

無地ガラスなら何でもOK。専用
ペンで型紙となる図柄を写して
描きます。どなたでも素敵なオリ
ジナル食器が出来上がります。

池田谷薫 香工房Pure Fleur主宰

第4（火）10:30～12:30
月額2,100円(税別)

いつまでもきれいな押し花

誰でも簡単に押し花が作れます。
あなたも始めませんか。
先生の資格もカリキュラムを
終了すれば取得できます。

鈴村眞澄 (財）日本手芸普及協会認定講師
ヴォーグ社押花講師　

第1(水)13:30～16:00
月額2,600円(税別)

ラビアンフラワー (ろうの花）

クラフトペーパーを特殊なラビアン
WAXに通すことにより、クリスタル
調の優雅なフラワーに変身させます。

理事長：本田麗子 監修
指導：酒井カズエ ラビアンフラワー登録講師

第2･4（月）10:30～12:00 / 13:00～14:30
第1･3（水）10:30～12:00
月額3,100円(税別) 

ポルトガルじゅうたん刺繍

粗目布の穴に並太毛糸を通していく、ポルトガルの伝統
手芸です。小物から玄関マットまで、世界で一つの作品
を作ってみませんか。

中村真奈美 (財)日本手工芸指導協会師範

第2･4（月）10:30～12:30
第2･4（水）10:30～12:30
月額4,100円(税別)

Hawaiian Quilt ハワイアンキルト

ご自身のペースで楽しみながらハワイアンキルトの
作品作りをしませんか？初心者から経験者の方まで
どなたでも参加してください。

中植貴子 (財)日本手芸普及協会パッチワーク指導員

第1･3（土）10:30～12:00
月額4,500円(税別)

やさしいベリーダンス

最も女性らしい踊り。インナーマッスルを
主に使い美容効果もあります。
初めての方にも安心。お勧めのクラスです。

Akiyda ベリーダンスチームHaflat 主宰

月4回（火）13:30～14:30
月額8,200円(税別)

ゆっくり楽しむフラメンコ

楽しく確実に上達できるよう工夫された指
導内容で、憧れの踊りフラメンコを華麗に
踊れるようになるまで基本からゆっくりお
稽古していきます。

森 久美子 フラメンコアカデミア<ラ･ダンサ アンダルシア> 主宰 森 久美子 フラメンコアカデミア<ラ･ダンサ アンダルシア> 主宰
フラメンコ アカデミア
<ラ･ダンサ アンダルシア> 専任講師

月3回（月）20:00～21:00
月額6,150円(税別)

情熱のフラメンコ (入門・初級)

毎回丁寧にお稽古を重ねてフラ
メンコを楽しんでいきます。
基本の立ち姿からステップまで
やさしくご指導いたします。

角谷文代

月4回（火）14:30～15:30
月額10,200円(税別)

情熱のフラメンコ (中上級)

以前に習っていたけれど様々な事情でやめて
しまった方、もう一度大好きなフラメンコを
踊ってみませんか？
途中入会でも安心してお稽古できます。

月3～4回（金）13:00～14:00
月額7,500円(税別)～

40歳からのフラメンコ

ダンスではなく人の感情を唄とギター
に合わせて踊るのがフラメンコ。
ずっと興味があった方、今始めてみませ
んか、凛とした舞踊を。

知念 響 日本フラメンコ協会新人公演受賞
フラメンコスタジオ主宰

月4回（木）20:00～21:15
月額5,200円(税別)

糸東流空手教室

空手道と光龍流琉球古武道の稽古を
通して体力養成。
女性の方は体を引き締めダイエット
効果も期待できます。

西辻政雪 光龍流琉球古武道宗家
糸東流空手道太西会理事長

第2・4（土）18:00～20:00
月額4,100円(税別)

合気道教室

合気道は日本伝統文化から生まれた
武道です。試合はありません。
礼儀作法として、積極的健康法とし
て稽古することができます。

冨永英一 合気道泉州武育会副代表 六段

第1･3（水）19:00～20:30
月額4,000円(税別)

はじめませんか！居合道･武士道教室

現役の僧侶、山伏が、男女問わず座禅～刀まで
様々な事を分かりやすく指導いたします。
心も体もリフレッシュしませんか！！

吉塚寿幸 無我戸山流居合抜刀師範 葛城修験者

第2･4（金）14:00～16:00
月額4,100円(税別)

パッチワークと手作り小物

初めての方でも基礎から丁寧に指導
します。本科・高等科の資格取得の他、
ポーチやバックなど自由作品にも
対応します。

巻幡朋子 (財)日本手芸普及協会認定講師

ハングル

韓流映画に韓流スター、旅行、お買い物と、とても身近になった韓国。気軽にハン
グルにふれてみましょう。ある程度基礎力がついて、韓流ドラマの単語や会話が
聞き取れるようになると、より楽しくなりますよ。

安 得熙

第1・3（水）14:00～15:30
月額6,000円(税別)

パソコン初級～中級タイピング・エクセル・ワード・パワーポイント

全く初心者の方から資格を取得したい方、趣味にパソコンを活か
したい方など様々な要望にお応えいたします。「苦手だ、難しいな」
という部分を「パソコン大好き・便利だ♪」となるよう講師がお手
伝い・サポートいたします。

坂口耕平 パソコン教室らいくインストラクター

第2･4（金）13:30～14:30
月額5,600円(税別)

シャンソンから学ぶフランス語とフランス文化

スネジーと楽しみながら、一緒にシャ
ンソンを歌いましょう。
素敵に歌って、フランス語とフランス
文化も身に付きます。

中谷スネジャナ フランス語講師

第2（月）10:10～11:40
月額2,100円(税別)

くらしのマナー
大前みさお 全日本現代作法協会師範

《入門》 第2･4(火)11:20～12:20 
月額4,400円(税別)
《上級》 第2･4(火)13:00～14:20 
月額5,000円(税別)

はじめよう朗読

朗読は、脳の活性化になり健康に良いです。声に出し
て本を読む楽しさを一緒に味わいましょう。

吉村佳美 和み朗読教室主宰 一般社団法人日本朗読協会
パートナースクール講師

和み朗読教室主宰 一般社団法人日本朗読協会
パートナースクール講師

第2･4（火）
10:30～11:10（1回40分）
月額7,600円(税別)

はじめよう朗読（個人）

朗読がはじめての方大歓迎。「滑舌が悪
い」とお悩みの方等、受講生のご希望に
応じたレッスンをさせていただきます。

吉村佳美

第1・3（火）13:30～15:00
月額5,000円(税別)

楽しいタロット
アンジュ アンジュクルール主宰

第1・3（水）10:30～12:30
月額4,000円(税別)

麻雀は脳の活性化に有効と
言われています。一緒に楽し
みながら脳を鍛えませんか。
初心者の方大歓迎です。

木下恭子 日本プロ麻雀連盟二段

月3～4回（火）10:30～11:45
月額4,650円(税別)～

月3～4回（木）10:30～11:30
月額3,750円(税別)～

骨盤調整ヨガ

身体の中でも要となる骨盤を
しなやかに自由にコントロール
することを意識しながら行う
クラスです。

未羽 RYT200　全米ヨガアライアンス認定講師

RYT200　全米ヨガアライアンス認定講師

RYT200　全米ヨガアライアンス認定講師

第2･4（火）13:00～14:30
月額4,100円(税別)

呼吸を中心とした身体にや
さしいヨーガです。心身の
軽さと充足感を体感してく
ださい。

松元美和 日本ヨーガ光麗会公認講師

月3～4回（水）19:00～20:10
月額4,650円(税別)～

はじめてのやさしいヨガ雄弘ヨーガ

ヨガ未経験、性別、年齢、身体が堅い
方等どなたでもOK!レッスン終了
後の｢気持良かった!スッキリした!｣
を是非体験して下さい。

Sato(男性講師) RYT200全米ヨガアライアンス認定講師

プライベートヨガ＆ピラティス
井上啓子 ヨガヴィオラトリコロール認定

FTPベーシックマットピラティス認定インストラクター

第1･3（水）11:00～12:00
月額2,000円(税別)

脳活シルバーヴィクス

シルバーの皆さんもっと前向きに人
生を楽しみませんか。脳と体の老化を
防ぎ、もっと若返って下さい。勇気・や
る気・元気、一度体験してみて下さい。

風香

月3回（水）13:30～15:00
月額4,650円(税別)

太極拳

太極拳とは、心静かに体をリラッ
クス、中正にして、一貫に円滑にと
いうのが特徴です。ストレス・運動
不足など、療養に効果があります。

木村はるみ 陳静武術太極拳協会認定講師　四段

月3～4回（月）11:00～12:00
月額4,650円(税別)～

大人からでも始められるストレッチバレエ
AYAKO クレルバレエ

月4回（金）19:00～20:30
月額6,200円(税別)

クラシックバレエを楽しく（大人からのバレエ）

クラシックバレエの基礎をスト
レッチから始めます。
楽しい雰囲気で初めての方も
ゆっくりスタートできます。

山口涼子 肥田貞子バレエ団助教師

第1･3（水）10:15～12:15
月額3,600円(税別)

健康スポーツ吹矢

スポーツ吹矢は性別・年齢問わず誰
でも楽しめる生涯スポーツです。
腹式呼吸をベースに健康効果も期待
できます。

下戸正弘 日本スポーツ吹矢協会　公認指導員

月3～4回（月）10:25～10:55
月額3,000円(税別) ～

簡単♪からだ引き締め健康ピラティス
ＡＹＡＫＯ FTP認定ピラティス講師

月4回（火）12：00～13：00
月額4,800円(税別)

呼吸ストレッチ

呼吸に意識を向けながら無理のな
いストレッチで体をほぐします。
少しだけ簡単な筋トレを行い、後
半には完全にリラックスします。

山西紗也香

シニアの為のゆったりヨガ

身体が硬い、運動経験がない、
ヨガはまったく初めて、という
方でも安心してご参加いただけ
るクラスです。

未羽

木曜日11:45～13:15（1回45分）
全1回　　 3,340円(税別)

ヨガプライベートレッスン

グループレッスンはついていける
か心配、決まった日時に行けない、
そんな方にピッタリの講師とマン
ツーマンの45分レッスンです。ご
希望の日時でご予約してください。

美羽 RYT200　全米ヨガアライアンス認定講師

月3～4回（金）19:50～20:50
月額6,300円(税別)～

ハリウッドヨガ＆ピラティス

呼吸を意識し、骨盤と背筋を整え、
体幹を鍛え、美しさに磨きをかけ
て、理想的なプロポーションを手に
入れましょう。

RITSUKO IYC公認インストラクター　
アロマフィットネスデザイナー

月3～4回（金）10:30～11:45
月額4,650円(税別)～

ゆったりヨガ

坐法や呼吸法やポーズ、ゆったり
としたペースでクラスが進んで
いきます。どなたでも安心して行
っていただけるクラスです。

未羽

月3回（日）10:30～11:45
月額4,500円(税別)

ベーシックヨガ

基本のハタヨガのクラスです。
ウォーミングアップから徐々
にヨガのポーズをつなげて
いきます。

井上啓子 ヨガヴィオラトリコロール
認定インストラクター

月3回（日）12:00～13:15
月額4,500円(税別)

やさしいヨガ＆ピラティス

ピラティスの動きで体幹を鍛
え、ヨガのポーズで柔軟性を
高めていきます。盛り沢山の
エクササイズのクラスです。

井上啓子 ヨガヴィオラトリコロール認定
FTPベーシックマットピラティス認定インストラクター

第3（金）10:30～12:30
第4（土）10:30～12:30
月額2,100円(税別)

季節のシルクフラワーアレンジメント

アーティフィシャルフラワーとも呼ばれているお花で、季節のアレンジメントを
作りませんか！生花と見間違える程、細工が細かいリアルなお花です。

太田育子 アーティフィシャルアレンジメント講師

第2（土）13:00～17:00
全3回39,000円(税別)
材料費38,880円(税込)

グルージュエル認定講座

スワロフスキーストーンを使用してアクセサリーを作る認定講座
です。キラキラしたアクセサリーを作る楽しさを感じてみません
か。全3回で8作品を作り、修了後には認定証発行（申請料必要）、教室の
開講や教材の割引等サポートも致します。

柴田真由美 (一社)グルージュエル協会代表理事

パステル和アート準インストラクター養成講座

協会認定の資格取得講座です。基本・応用・テク
ニックを習得し、趣味・生涯学習～講師と幅広い
ニーズに対応します。

寿里 パステルホープアート協会公認正インストラクター

土曜のフラハワイ

心地よい音楽に合わせ、自然のパワーを
いっぱいに受け体を動かすフラは、あなた
の心を癒し、体も元気にしてくれます。

田村小枝子 Halau Hula o Kamele aloha インストラクター

オペラを歌おう！

第2･4（木）11:00～16:15（1回45分）
月額8,100円(税別)

楽しい声楽レッスン
八百川敏幸 大阪音楽大学音楽学部専攻科修了 関西二期会会員・テノール歌手 八百川敏幸 大阪音楽大学音楽学部専攻科修了 関西二期会会員・テノール歌手

気軽に始める声楽レッスン 

様々なご希望にお応え出来る個人レッスンです。
ボイトレ・合唱の予復習、レパートリー探し、発表
の場に備えて等、是非お越しください。

神田ゆみ 大阪音楽大学声楽科卒業

第2（土）19:00～21:00
第4（木）13:30～15:30
月額2,100円(税別)

フラワーアレンジカトレア

本科、研究科、教師科のカリキュラムに沿ってお勉強します。
季節感、色の調和、リズム感等を大切にしながら、楽しくアレ
ンジして下さい。

柳瀬 香　日本フラワー作家協会 正会員

イスに座って全身運動  ジャイロキネシス

イスに座って全身運動！リハビリのために考案されたエクササイズ。
無理なく自分のペースで行え、深い呼吸と共に身体を動かします。
初心者の方、シニアの方向けに45分クラスを増設しました。

SACHIKO ジャイロキネシス認定インストラクター

自力整体教室

身体の内側の流れを良くし、体調を整え健康美UP。
骨盤等のケアで介護不要の人生を共に歩みましょ
う！整体お試しのチャンス！

古西秀子 自力整体ナビゲーター

書道・ペン字教室

大筆・小筆・筆ペン・鉛筆・ボールペン等初心者の方には丁寧に、中級・
上級者の方は資格取得できます。美文字をお稽古しましょう。上達され
ればご希望で高野山競書展等の大会に作品を出品する事もできます。

溝邊至善 高野山競書大会推進役員 成田山全国大会審査員
日本・中国友好書道交流実行委員

くらしの書道・趣味の書道

基礎から気軽に飾れる漢字・かな・かなまじりの創作作品まで幅
広く丁寧に指導致します。希望者は毛筆・硬筆共に段級取得可。

伊藤陽苑 文化書道学会師範  東京ペン時代社 無鑑査

第2･4（月）13:00～15:00
月額4,100円(税別)

樹脂ねんどの花 (クレイフラワー )

樹脂粘土は、手にやさしく、美しい
お花や実など、オリジナルの型紙で
簡単に作ることができ、作品作りを
楽しんでいただけます。

西山美鈴 (財)日本手芸普及協会ペイント部門認定講師
クレイフラワーMisuzuアート教室

第3（金）13:00～15:00
月額2,500円(税別)

パーチメントクラフト

半透明の専用用紙を使用し、浮き彫り
や穴あけ等の作業を施し、繊細で美し
いレースの様なカード、ウエディング
ボード等を作る手芸です。

佐々 夕子 IPCA認定講師

第1（金）14:00～16:00
月額2,000円(税別)

ビーズアクセサリー

作って楽しい。身につけて嬉しい。
ビーズアクセサリー作りを一緒に
楽しみませんか。基本から丁寧に指導
します。

村田明子 一般財団法人生涯学習開発財団認定講師

第4（金）10:30～12:30

月額3,100円(税別)

グルーデコアクセサリー
上平真紀 JGAグルーデコ協会認定講師

第1（火）10:15～12:45
月額3,000円(税別)

エッグアート
義本千佳 エッグアートＣ.Yスタジオ主宰

第4（木）13:30～15:30
月額2,000円(税別)

ワイヤークラフト

クラフト用ワイヤーを使ってカラ
フルで可愛い作品を作ってみませ
んか。世界に1つだけの素敵な作品
を一緒に作りましょう。

yuki 日本カラーワイヤクラフト協会認定講師

第1･3（火）16:00～20:30
月額4,100円(税別)

いけばな池坊

なぜ花を生けるのか！
花と向き合い、花の出生、環境を見つめ、
野にある草木に命を吹き込み、より生き
生きとした姿を生ける。

速水義子 日本芸術いけばな協会特別会員
大阪府花道家協会評議員

第2･4（水）17:00～20:00
月額4,100円(税別)

暮らしのいけばな(嵯峨御流)

リラックスした雰囲気のいけばな
教室です。ご自分の作品でリビン
グや玄関等の生活空間を豊かに
彩りましょう。

三好百合甫 嵯峨御流本所講師

第1･3（火）16:00～17:00
月額4,100円(税別)

茶の湯 初心者の為のテーブル席茶道

現代のライフスタイルにあった茶
の湯です。正座が辛い方も気楽に。
一盌を通して「もてなしの心」を
大切に。

谷口宗初 裏千家茶道助教授

花とみどりの教室（ガーデニング）

植物の育て方、飾り方をマスターし
て、四季折々の花や緑に接する楽しさ
を実感しませんか。(寄せ植え、ハンギング他)

氏林のり子 グリーンアドバイザー・グリーンナレッジ
園芸講師・花育アドバイザー

リスタート英会話

初心者の方向けの講座です。学校の授業では学ぶことがで
きなかったネイティヴが使う発音、表現などを身に付け、
英会話を楽しみましょう。

SACHIKO 英会話講師

月3回（月）10:30～12:30 (1回60分）
月3回（火）11:30～14:30 (1回60分）
月額12,150円(税別)

フランス語 個人レッスン

初心者から経験者まで、基礎から応用、旅
行に使えるフレーズなど個人のレベルに
応じて、楽しく学ぶ60分間レッスンです。

中谷スネジャナ フランス語講師

月2回（火）・（水）・（日）
月額9,000円(税別)

リスタート英会話（個人）

初心者の方、留学を目指している方、せっかく
習得した英会話を忘れないようにしたい方、
またグループの苦手な方、お客様のご要望
どおりのプライベート60分間レッスンです。

SACHIKO 英会話講師

第2･4（火）10:30～12:30 /13:30～15:30
第1･3（金）10:30～12:30
月額3,100円(税別)

ニットカフェ

編みたい気持ちを形にしましょう。楽しみながらご自身のペー
スで編んでいただけます。お茶とおしゃべりの時間もあります。

村田明子 公益財団法人日本手芸普及協会  手編み師範

第3（金）14:00～16:00
月額2,000円(税別)

手織り

1本の糸から布を織りあげていく
手織り。卓上手織機を使って好き
な作品を作りましょう。
模様織りもできます。

村田明子 手織りインストラクター

第1･3（火）13:00～15:00
月額4,100円(税別)

ハワイアンリボンレイ

ハワイ文化の一つ、ハワイア
ンリボンレイ。様々な種類の
リボンを使って生花のよう
な美しいレイを作ります。

鍋谷貴子 ハワイアンリボンレイ創始者
ウィ・キャロル・ミト公認インストラクター

第2・4（水）13:30～15:50
月額5,100円(税別)

ボビンレース

欧州伝統の繊細なレースです。
特殊なボビンを使って台の上で
織っていきます。基礎から個人
にあわせて進めていきます。

古谷咲江

第2・4（火）13:00～14:30
月額3,100円(税別)

今から始める美文字教室

手書きの文字は、あたたかさがあ
ります。ゆっくりとした時間の中
で、文字に親しんでみませんか。
初心者大歓迎。

手古泰苑 文化書道学会師範 ペン時代師範

第4（水）13:30～15:30
月額2,050円(税別)

基礎から学べる刺しゅう教室

様々な刺しゅうを楽しみながら、基礎
から自分のペースで学んで頂けます。
まずはクロスステッチから、フランス
刺しゅう・白糸刺しゅうを学びませんか。

中植貴子（財）日本手芸普及協会刺しゅう講師
大塚あや子白糸教室講師

第1･3（木）13:30～16:00
月額5,500円(税別)

戸塚フランス刺しゅう

初めての方から経験者まで、自分
の持ち物から、お家を飾る品々、
小さい額からタンスまで、楽しい
時間を御一緒いたしましょう。

山形緋紗美 戸塚刺しゅう師範　総代

第1(日)13:30～15:30/16:00～17:30
月額2,100円(税別)

月に１度の日曜書道

筆を持つ事が少なくなってきたから
こそ、月に1度ゆっくりと字を書く
事に集中する時間を持ちませんか。
ボールペン・筆ペンもOK!!

伊藤陽苑 文化書道学会師範 東京ペン時代社 無鑑査

月3回（土）10:15～12:00
月額4,650円(税別)

はじめての書道・ペン字

手書き文字が美しくなるように、
ペン字・毛筆に親しみ、自信をも
って文字を書く楽しさが身につ
けられる講座です。

馬野華静 読売書法展幹事 日本書芸院一科審査会員

第4（水）13:30～15:30
全6回12,300円(税別)

こぎん刺し初級講座
中植貴子 (財)日本手芸普及協会刺しゅう講師

大塚あや子白糸教室講師

第2･4（金）10:30～12:00
月額3,100円(税別)

筆ペンとボールペンを同時に学べる講座

「上手に書けるようになりたい」「気軽にお稽古がしたい」方、文字
の基礎を習得し、書くことの楽しさ、バランスの取れた文字を手に
入れましょう！

浦 彩景 暁書法学院講師

第1･3（木）10:30～11:30
月額4,100円(税別)

ハワイアンフラ

本場のフラ(踊り)を経験豊かな講師が皆さんを
「アロハの心」で指導します。
心身共にリフレッシュ！初めての方もお待ちし
ています。

嶌村ひとみ ハウオリポリネシアンスタジオ 主宰
カプアハウオリ新井&一恵プアウラ西田　

月3回（月）13:00～14:30 《中級》
              15:00～16:30 《入門》
月額6,150円(税別)
  

楽しいハワイアンフラ

基本となる足のステップから丁寧に。ハワイ語の歌
の理解を深めてハンドモーション(振り)を学びます。
表情豊かに踊るダンサーに。

松下三喜 Hau'oli Luara 主宰

第2･4（月）10:30～12:00
月額4,100円(税別)

あなたの魅力引き出す Belly Dance

基礎の動きをしっかりとす
るクラスです。振り付けは、
ゆっくり覚えながら楽しく、
ベリー特有の動きで女性ら
しい体つきを目指します。

Mika DANCE STUDIO 月下踊姫 代表

月4回（木）19:00～20:15
月額7,400円(税別)

オリエンタルベリーダンス

独特の腰をくねらせたり震わせ
たりする動きで踊ります。
楽しく踊りながら体を引き締めて
いきましょう。

Shay チームHaflat 所属講師

簡単俳画

 13:00～15:00

第1(木)10:30～12:30

月額2,100円(税別)
13:30～15:30

（認定料別途 20,000円）

女性麻雀教室

はじめは、自分の名前の一文字でオリジナル印を
作りましょう。出来上がった印を書
道作品、絵手紙、賀状などに押すと、
一段と格調ある作品となります。

知ってるようで知らない、あいまいなマナーを、今一
度ご一緒に見直してみませんか。ちょっとした心遣
い、センスや優しさ、そして生き
方までも素敵になりましょう。

正しい呼吸法、正しい姿勢で柔軟性・筋力・健康を
向上させます。身体の中心コア
を鍛えることでより痩せやす
い身体をつくります。

バレエストレッチでゆっくり身体をほぐし、バーを使
ってしなやかな筋肉を作っていきます。初めての方や
身体の硬い方でも大丈夫！楽し
みながら健康を保ちましょう。

初心者の方から経験者の方まで、童謡・愛唱歌
から、カンツォーネや芸術歌曲など幅広い
ジャンルの曲を、プロのオペラ歌手がマン
ツーマンレッスンで楽しく指導します。

オペラの名曲を歌ってみませんか？初心者
から経験者までレベルに応じ、発声・歌唱法
を丁寧に指導します。

第2･4（木）11:00～16:15（1回45分）
月額8,100円(税別)

趣味でやってみたい、占いの世界を知りたいという
初心者の為の講座です。知識のひ
とつとして楽しく学んでみませ
んか。6ヶ月全12回レッスンです。

青森の伝統工芸こぎん刺しを、自分の好みの色で
楽しみませんか。6回限定コー
スですので、気軽に参加して
みましょう。

グルー（特殊粘土）とスワロフスキーを使用して自分だ
けのオリジナルアクセサリーが作れ
ます。初めての方も大歓迎です！

19世紀、ロシア・ロマノフ朝の時代に
愛されたエッグアート。世界でたった
一つのオーナメントや宝石箱を一緒
に作ってみませんか！

「描きたいものを描く！」その方の個性、自分らし
さが輝くような作品作りを心がけています。
初心者の方はもちろん経験者
の方も大歓迎！

お客様の身体に合わせた、オリジ
ナルの45分クラスです。希望の身
体をピラティスとヨガの動きで
作っていきます。ご希望の日時で
ご予約してください。全3回（曜日応相談）10:30～18:30

全20時間50,000円(税別)
・材 料 費 15,000円(税込)
・申請費用 10,800円(税込)

第1･3（火）19:00～20:30
第2･4（木）11:00～12:30
月額3,100円(税別)

第2･4（水）10:15～11:15 / 11:30～12:30
第2･4（日）10:15～11:15
月額4,500円(税別)

第1･3（水）10:30～12:00 
　　　　  13:00～14:30
月額4,100円(税別)

※時間はお問い合わせ
　ください (1回60分)

《 入門 》 第2･4（日）10:15～11:15  月額3,700円(税別)
《 初級 》 第2･4（日）11:25～12:25  月額3,700円(税別)
《 中級 》 第2･4（日）12:30～13:30  月額4,100円(税別)

第2･3・4（火）10:30～11:30《60分クラス》 月額5,550円(税別)
第2･3・4（火）12:00～12:45《45分クラス》 月額4,800円(税別)

月2回（木）14:00～15:45
月額3,700円(税別)
月3回（木）14:00～15:45
月額4,350円(税別)

第2･4（火）14:40～16:40（1回40分）
第2･4（金）10:10～16:40（1回40分）
月額5,500円(税別)

番場裕之（日本ヨーガ光麗会 会長）

美しい心と
   体を磨く

第2･4（土）10:30～12:00
　　　　   13:00～14:30
月額4,500円(税別) 

《入門》

〔監修〕

日曜日13:30～14:15（1回45分）
全1回　　 3,340円(税別)


