
【高校生～】

9/6・20（木）

第1・3（木）14:00 ～ 15:20
月額3,840円（税別）

ゆる体操初級

筋肉・関節をゆるめて、ストレ
スフリーな脱力習慣を作りま
せんか？良い行動は良い心と
体から！健康は財産です！

東膳勇士

9/20・27（木）

月4回（木）12:00 ～ 13:00
月額5,400円（税別）

美と健康のゆったりストレッチ

運動不足の方も一緒に体を動かしませ
んか？
股関節や肩甲骨まわりの筋肉をやわら
かく動かす事で、体は美しく変わります。
初めての方でも大丈夫です

石川紀子 エクササイズ＆ストレッチスクール
angelique主宰

ゆる体操インストラクター・
パーソナルトレーナー・柔道整復師

【18歳～】

①9/24・10/8（月） ②9/25・10/9（火）

①月4回（月）16:00～17:30
②月4回（火）14:00～15:30
月額4,000円（税別）

操体法～セルフケアストレッチ～

健やかに生きていく為の『知
恵』と『技』を身につけましょう。
ゆっくり息を吐きながら痛く
ない方向へ動かします。

北村清重 整体士

9/28・10/5（金）

第1・2・4（金）14:00 ～ 16:00
月額4,650円（税別）

スポーツ吹矢健康法

楽しみながら健康になれる
と評判の「スポーツ吹矢」。
腹式呼吸と胸式呼吸で身体
の内側から元気になりま
しょう。

中川桂子 日本スポーツ吹矢協会公認指導員

9/20・27（木）

月4回（木）
20:00 ～ 21:00
月額5,200円（税別）

ボクシングフィットネス

健康な体づくりに！
ダイエットに！
お仕事帰りにストレス
発散☆

東口美香 SFマキボクシングフィットネス協会
公認インストラクター

【中学生～】

9/15・10/6（土）

第1・3（土）
11:00 ～ 12:30
月額3,900円（税別）

ビューティーヨガ

気軽にご参加頂けるリ
ラックス系のヨガです。
毎週土曜日に1週間の
疲れを楽しくふき飛ば
しましょう♪

MOTOKO 全米ヨガアライアンス200RYT認定インストラクター
タイ古式マッサージセラピスト

【成人～】

9/21・10/5（金）

第1・3（金）14:30 ～ 16:00
月額3,000円（税別）

アイヨガ（目のヨガ）

スマホ老眼など目に関するトラブル
をヨガで改善しましょう。
血流を良くする体操や肩甲骨まわり
をほぐし、呼吸をおだやかに保ちます。
体・心・頭のスッキリ感を体験してく
ださい。

平島純子 日本総合ヨガ普及協会指導師
視力向上ヨガ協会インストラクター

【18歳～】

9/19・10/3（水）

第1・3（水）14:00 ～ 15:00
月額3,100円（税別）

natural yoga

初めての方でも大歓迎！
日常生活では動かす事の少な
い筋肉や関節をしっかりと伸
ばし、ゆがみを整え、肩こり・腰
痛の解消
そして若さを保ちましょう！！

WAKABA 日本ヨガ普及協会
ヨガインストラクター

【18歳～】

9/25・10/2（火）

①月4回（火）10:30～11:30 月額5,400円（税別）
②月3回（火）10:30～11:30 月額4,650円（税別）

朝から健康！朝ヨガ

ヨガベルトや壁、ブリックを利用して、
無理なくゆっくりと体を柔軟にしてい
きます。
続けていくうちに、自分の体の状態に
気づき、心が平穏になって、心身とも
に元気になっていきます。

WAKABA 日本ヨガ普及協会
ヨガインストラクター

【60歳～】

9/25・10/2（火）

月4回（火）12:00 ～ 13:00
月額8,400円（税別）

やさしいヨガ

日常で使わない筋肉をゆっくりと動
かし、全身をシェイプアップ。冷え性
改善、肩こり、腰痛予防にも効果的で
す。

WAKABA 日本ヨガ普及協会
ヨガインストラクター

10/1・22（月）

第2・4（月）19:00 ～ 20:00
月額2,700円（税別）

毒素排出リンパケアと整体ストレッチ

簡単なマッサージとスト
レッチで身体の中からキ
レイになりましょう！！
骨盤矯正・体質改善・部分
痩せの効果もあります。

藤田昌子 ホリスティックメディカルケアセラピスト

9/21・28（金）

月4回（金）10:30 ～ 12:00
月額3,600円（税別）

～気軽に始める～気功教室

呼吸法を大切にした気功教室です。椅子
に座った状態から始めるので、足腰に痛
みのある方でも気軽に参加していただ
けます。
リラックスした中でエネルギーを充電し、
日常生活の中で活かしていきましょう。

真船敦子 天空方命術　気功指導員

【小学生～】

9/20・27（木）

月4回（木）15:00 ～ 16:30
月額4,000円（税別）

導引養生功（内気功）

ゆったりと指先迄の全身の動きを通
して、気血の巡りを高めます。
北京体育大の張広徳老師が研鑽した
養生気功です。

岩佐啓子 導引養生功日本総本部指導員・
健身気功日本総本部指導員

9/25・10/9（火）

月4回（火）10:15 ～ 11:30
月額5,000円（税別）

太極拳　初心者コース

太極拳は、年齢を問わず、身体を整え、
副交感神経をしっかり働かせる健康
スポーツです。
太極拳の基本から学んでいきます。
初心者教室ですので、初めての方も
安心して参加ください。

前田冨美子 日本武術太極拳連盟公認B級指導員
検定3段取得

9/19・26（水）

月3～ 4回（水）14:00 ～ 15:30
月額3,150円～（税別）

楽しく学ぶ太極拳

年齢を重ねるほど、体を動かす
ことが大事。太極拳なら続けら
れます。（扇）を使う太極拳も練
習していますよ。

伊奈遊子（ゆうし） 太極拳講師

第1・3（水）10:30 ～
14:00（各40分）
月額5,100円（税別）

生田流お琴の教室

日本の伝統・邦楽の調べは
心に響きます。『和』の世界
へ。五線譜ではなく漢数字
の楽譜で、どなたでもすぐ
に弾けます。

新川霞葉 生田流筝曲教授

第1・3（水）
【初級Ⅰ】14:30～16:00
【初級Ⅱ】16:00～17:30
【中  級】17:30～19:00
月額3,600円（税別）

やさしく習える琴修会大正琴

楽譜は数字譜を使用していま
す。初めての方や楽譜を読むの
が苦手な方でも楽しく取り組
め、段階を踏んで練習します。

楢崎道子 琴修会所属講師

日時はお問い合わせ下さい

第1・3（月）12:00 ～ 16:00（1回30分）
月額7,100円（税別）

ハッピーボイストレーニング

目的に応じて、色んなジャン
ルの曲を歌います。
腹式呼吸を使い、全身で楽し
く歌いましょう♪

森本百合子 声楽家
関西二期会

9/3・17（月）

第1・3（月）10:30 ～ 12:00
月額4,100円（税別）

名曲を歌おう

口ずさみたくなる唱歌から心に残る
世界の名曲まで、生伴奏に合わせて
楽しく歌いましょう。癒しと元気をど
うぞ。

森本百合子 声楽家
関西二期会

9/3・24(月)

第2・4（月）19:30 ～ 21:00
月額5,100円（税別）

輝け歌声♪ Gosupel&コーラス

初心者の方大歓迎！
ひとつひとつゆっくり♪
ハーモニー・リズムについてのナゼ？
ナゼ？を、曲を通して楽しく習得しま
しょう♪

SHOWKO Singer　Vocal　トレーナー

9/3・10(月)

第1・3（月）13:00 ～ 14:30
月額3,600円（税別）

～ヒットソング～ POPSをうたおう！

ポップスやその他の名曲を楽しく歌
いませんか。ポイントを掴めば、上手
に気持ちよく歌えるようになります
よ。

平田絵理 ボーカリスト・ボーカル講師

①9/10・24（月） ②9/14・28（金）

①第2・4（月） ②第2・4（金） 13:00～14:30
月額2,500円（税別）

みんなの歌声サロン
①月曜クラス ②金曜クラス

童謡・唱歌・懐かしい昭和歌謡から
新しい歌まで、リクエストに応じ
て、みなさんと一緒に楽しく歌いま
しょう。

蒲田知子 大阪芸術大学音楽学ピアノ科卒

【中学生～】

9/9・23（日）

第2・4（日）
10:00 ～ 18:00（1回40分）
月額4,900円（税別）

日曜日に楽しむギター

楽器が初めての人も楽譜が読
めなくても大丈夫。簡単な曲か
らゆっくり学びましょう。

岩本政仁 ギターリスト・
読売日本ギターコンクール1位

【小学生～】

①9/4・18（火） ②9/15・29（土）

①第1・3（火）15:00～21:30（1回40分）
②第1・3（土）10:30～13:10（1回40分）
月額5,100円（税別）

ギター&エレキベース
①火曜クラス ②土曜クラス

和音やメロディを使った基礎を身につけるレッスン
を展開しています。
POPS・ROCK・FUSIONなど、幅広いジャンルを
楽しんでいただけます。

大西伸弥 ギターインストラクター

9/8・15（土）

①第1・3（木）10:30～12:30（1回40分） 月額5,100円（税別）
②月3回（土）17:00～21:10（1回40分） 月額7,650円（税別）

ギター
①木曜クラス ②土曜クラス

楽譜が読めなくても大丈夫！初心者用テキ
ストを使用して基本から、ゆっくりと練習
します。思い切って受講してみませか？

矢倉利一 大阪音楽大学短期大学部
ギタークラス卒

【小学生～】

9/13・27（木）

第2・4（木）
13:00 ～ 19:50（1回40分）
月額5,100円（税別）

たのしいピアノレッスン

初心者でも大丈夫！目的や
ペースに合わせて幅広く指
導させて頂きます！お気に入
りの曲を弾いてみませんか？

立花佳子 大阪音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業
ヤマハ指導グレード5級取得

【4歳～】

9/2・16（日）

第1・3（日）10:30 ～ 16:00(1回30分)
月額5,100円（税別）

趣味のピアノ

ピアノは日常のストレスを柔らげ、心
豊かにしてくれます。
初心者の方から経験者の方まで、丁
寧に指導します。
自分のペースに合わせてピアノを楽
しみませんか？

奥井由紀子 大阪芸術大学卒　ピアノ講師

9/13・27（木）

第2・4（木）10:15 ～ 12:15（40分）
月額6,000円（税別）

50代からのゆっくりピアノ

『もうトシだから今さら無
理』と諦めていませんか？
『弾きたい！』という強い気
持ちがあれば、何歳から
でもピアノは弾けるよう
になりますよ。

山口文子 東京音楽大学ピアノ科卒

【8歳～】

9/5・19（水）

第1・3（水）
14:30 ～ 20:45（1回40分）
月額9,100円（税別）

サックス

音楽を楽しんでいただけるよう
に、初心者・経験者に合ったレッ
スンを進めていきます。各ジャン
ルに合った奏法を指導致します。

白井佳子 サックス奏者

【10歳～】

9/7・21（金）

第1・3（金）13:30 ～ 15:00
月額5,100円（税別）

はじめてのオカリナ～癒しの音色～

土から作られるオカリナで温かく優
しい音を奏でましょう。
基礎から始め、曲やアンサンブル練
習に進んでいきます。

佐々木一真 オカリナ奏者

①9/6・20（木） ②9/7・21（金）

①第1・3（木）13:00 ～ 21:00（30分）
②第1・3（金）10:00 ～ 14:00（30分）
月額6,100円（税別）

ピアノ個人レッスン

ピアノが楽しみとなるようなレッ
スンを心がけています。お子様か
ら大人の方までの教室です♪

JEUGIA講師 ピアノ講師

【どなたでも受講できます】

9/14・28（金）

第2・4（金）10:10 ～ 11:00
月額4,000円（税別）

中高年から始めるらくらくピアノ

『らくらくピアノ』は独特の方
法で、鍵盤に触ったことの無
い方でも、アレアレ～という
間にピアノを楽しんで弾ける
ようになります！

上野玲子 一般社団法人全日本らくらくピアノ協会®認定講師・
大阪音楽大学器楽学部ピアノ科卒業

【6歳～】

①9/4・18（火） ②9/14・28（金）

①第1・3（火） ②第2・4（金）
17:10 ～ 21:10（1回40分） 月額6,000円（税別）

楽しくフルート♪
①火曜クラス ②金曜クラス

フルートに少しでも興味のある方、一緒に
フルートのきれいな音色を奏でてみませ
んか？音楽を聴く喜びから奏でる喜びへ、
一緒に広げていきましょう！

経田耕一郎 フルート講師

【12歳～】

9/3・10（月）

第2・4（月）10:15 ～ 12:15
月額5,000円（税別）

今日から弾ける沖縄三線～沖縄の風に吹かれて～
月曜クラス

沖縄へと旅する方々が年々増えてきた昨今、沖
縄の弦楽器三線も、今やブームとなりました。
老若男女を問わず簡単に奏でられるのも、三
線の楽しさかも知れませんね。

涼 沖縄・島の唄　涼風会代表
琉球民謡伝統協会大阪南支部支部長

【12歳～】

9/16・30（日）

第3（日）18:00 ～ 20:00
月額2,500円（税別）

今日から弾ける沖縄三線～沖縄の風に吹かれて～
日曜クラス

どなたにも簡単で楽しめて、心安らぐ三線しま
せんか。沖縄の優しくゆったりとした時間を感じ
て下さいませ。

関根 愛 監修 有本聡　琉球沖縄民謡 涼風会
島の歌代教師

9/12（水）

グリーンアート教室（ガーデニング）

洒落た容器と清潔な用土を
使って、豪華な花と緑のインテ
リア（テラリウム、ハンギングバ
スケット、タブロー、サンドアー
トなど）を手作りします。

氏林のり子 日本ハンギングバスケット協会公認講師・
グリーンアドバイザー・花育アドバイザー

9/5（水）

第1（水）13:00 ～ 15:30
月額2,600円（税別）

美しく咲かせましょう
ガーデニング

植物は癒しのパートナーです。様々なお
花の匂いに囲まれて、自分だけの色を
つくる面白さを楽しみましょう。

浦田啓子 グリーンアドバイザー
ハンギングバスケットマスター公認講師

9/10（月）

第3（月）10:30 ～ 12:30
月額2,500円（税別）

ハーバリウム
～ハーバリウムのあるくらしを楽しむ～

ハーバリウムとは植物標本とい
う意味で、特殊な加工法で自然
植物を美しく維持します。
作品のアレンジもお教えします。

中尾よしえ JHA日本ハーバリウム協会認定講師
アトリエ・ルマレ主宰

9/7・21（金）
第1・3（金）10:30 ～ 12:30 月額4,100円（税別）

はじめてのカメラ写真教室

これから写真を始めたい
初心者の方も大歓迎で
す！
花の写真から花のある
風景などを、あなたの感
性で撮影して下さい。

柏尾浩司 写真家

9/21（金）

【応用クラス】第1（月）10:30 ～ 12:30
【基礎クラス】第3（金）10:30 ～ 12:30
月額2,100円（税別）

～さりげなく素敵に～ラッピング講座

ちょっとした物でもステキに包めれば気
持ちが伝わります。キレイな紙やリボンを
使って、楽しみながら学びましょう。特別
な日にふさわしいラッピング贈る気持ちを
デザインしてみませんか？

木村冬茂子 ラッピング協会認定講師

9/12・26（水）

第2・4（水）13:30 ～ 16:00
月額4,000円（税別）

椅子とテーブルで楽しむ茶道

気軽に茶道を楽しんで頂ける椅子に
こしかけてのお稽古です。自然で美
しい所作が身につきます。裏千家茶
道教室 許状が取れます。立礼式（椅
子席での作法とお点前）基礎のお点
前から深いお点前へ進んでいきま
す。お茶会へ参加できます。

阪口宗照 淡交会支部幹事

①9/9・23（日） ②9/14・28（金）

①第2・4（日）10:30～12:30
②第2・4（金）19:30～21:00
月額3,100円（税別）

仮名書の美～書で広がる和の心～

墨の香りと共にゆったりまった
り流れる時間を過ごしません
か？初めて筆を持つ方、久々と
いう方、大歓迎です。

西川由紀子 日本書芸院二科審査員　読売書法会幹事
大阪府立泉北高等学校書道科講師

9/7・21・28（金）

第1・3・4（金）
17:00 ～ 19:00（内60分間）
月額5,000円（税別）

美かな教室

かな入門。初めて筆を持つ方、
優美なかな文字に挑戦くださ
い。

多田里花 日展入選・日本書芸院一科審査員・
読売書法展幹事・寒玉会理事

9/10・24（月）

第2・4（月）
13:30 ～ 15:30
月額3,100円（税別）

毛筆教室

筆運びの練習、そして楽しく文字の
形やバランスを身につけましょう。

関 小瑞 暁書法学院

9/4・18（火）

第1・3（火）10:30～12:00
月額4,600円（税別）  初回テキストセット5,450円（税別）

美しいアルファベット文字
カリグラフィー

カリグラフィーは専用のペンでアルファ
ベットを書く「西洋書道」です。基本の書体
となるイタリック体を学びながらペンに慣
れて頂きます。その間、季節のカードや作
品作りをしながら次の書体へ進みます。

松本英子 カリグラファーズギルド会員

【高校生～】

月2回（金）20:15 ～ 21:15
月額3,100円（税別）

JAZZ HIP HOP

自信がなくても、体が硬くても大丈
夫！
基礎から丁寧に指導します。
一緒に楽しく踊りましょう。

yui ダンサー

9/5・19（水）

第1・3（水）19:50 ～ 21:10
月額3,700円（税別）

大人の為のチアダンス

ポンポンを持って元気に体を動かせ
ば誰でもチアリーダーになれます。
初心者の方大歓迎！一緒にダンスを
楽しみましょう！

YUKI チアダンス講師

【高校生～】

10/16・11/６（火）

第1・3（火）20:15 ～ 21:30
月額5,100円（税別）

ベリーダンス
～セクシーなボディラインをめざして～

基礎をとても大切にレッスンしていきま
す。解剖学を踏まえた正しい筋肉の使い
方を指導していくので、身体に負担なく
自然に踊れるように導きます。

Masako 「Sacred Bellydance of Masako」主宰
オリエンタルベリーダンサー　ダンスインストラクター

9/12・26（水）

第2・4（水）11:00 ～ 12:30
月額4,100円（税別）

はじめよう！！ベリーダンス

アラブの音楽に乗って楽しく一緒に
踊りませんか?女性らしいボディーラ
インを引き出しましょう。

Shay チーム Haflat所属講師

9/15・10/6（土）

第1・3（土）14:15 ～ 15:30
月額5,100円（税別）

楽しく学べる
オリエンタルダンス

年齢を問わず、無理なく女性らしい身体
作りを目指します。ベリーダンスの基本
を学ぶことで美しい仕草も身につきま
す。

Freyja Tomoko ベリーダンサー

9/18・25（火）

月3～ 4回（火）
19:00 ～ 20:30
月額5,490円～

大人のためのバレエクラス

バレエを基礎から丁寧に指導します。初心者の方、新
しい趣味を探している
方、美しい音楽で一緒に
踊りましょう！

宗野紗織 プティフィーユバレエスタジオ

【成人～】

9/21・28（金）

月4回（金）
【ポワント無】10:20 ～ 11:50 月額6,600円（税別）
【ポワント有】10:20 ～ 12:40 月額9,560円（税別）

大人からのバレエ（経験者）

ストレッチ、バーレッスン、セン
ターレッスンと進んでいきます。
初心者より一歩進んだ内容です。

向井麻子 第2回　宝塚ミュージカルコンクール
グランプリ受賞

【成人～】

9/21・28（金）

第2・3・4・5（金）12:50 ～ 13:50
月額4,950円～（税別）

健康づくりバレエ（初心者）

定期的に楽しく身体を動か
す習慣は長く歩ける筋肉を
作り、人生の喜び財産となる
でしょう。

向井麻子 第2回　宝塚ミュージカルコンクール
グランプリ受賞

【15才～】

9/22・29（土）
月4回（土）18:00 ～ 19:00 月額4,600円（税別）

大人のためのバレエエクササイズ

身体が硬くても大丈夫。
バレエの動きを基にし
たエクササイズで身体
をシェイプアップしま
しょう。

佐々木麻帆 スタジオバレエインターナショナル
講師

9/15・22（土）
月4回（土）14:30 ～ 15:30 月額4,352円（税別）

ビューティフルストレッチ

やせることよりも筋肉を鍛え、
立ち姿や動作を意識すること
で美しく若々しい肉体を作りま
す。バレエ・ヨガ・ピラティス・筋
トレを融合させた、どなたでも
簡単にできる美と健康の為のストレッチクラスです。

曽我直子 バレエ講師

9/18・25（火）

月4回（火）
【中級】13:15 ～ 14:15
【初級】14:30 ～ 15:30
月額6,200円（税別）

はじめよう社交ダンス

丁寧にご指導いたします。初心者の方
も経験者の方も楽しくダンスしましょ
う！

あいはら進也 全日本ダンス協会連合会
認定講師

【20歳～70歳代】

9/10・10/1（月）

月3～ 4回（月）
13:30 ～ 15:00
月額4,650円～（税別）

カントリー・ラインダンス

カントリーミュージックに合わ
せて踊ります。初心者の方もす
ぐに踊れます。

角田庄子 ラインダンスインストラクター
Dancing Arice主宰

①9/9（日） ②9/11・25（火）

①第1・3（日）11:00 ～ 12:00
②第2・4（火）17:00 ～ 18:00
月額4,100円（税別）

フラダンス

本場仕込みのフラを基礎
から本格的に指導致しま
す。歌の意味を解して、楽
しく一緒に踊りましょう！

ケアラオカプアトヨコ

①9/5・19（水） ②9/12・26（水）

①第1・3（水）12:45 ～ 14:15
②第2・4（水）10:00 ～ 11:30
月額3,600円（税別）

楽しいフラソングであなたもフラガールに

年齢を問わず、楽しみながら適度な
運動ができます。
ハワイを感じながら、気持ちいい汗
を流しましょう！！

北山純子 フラ　ハラウ　オ　カレイレフア所属

【中2～】

9/30・10/7（日）
第1・3（日）11:00 ～ 12:00 月額5,340円（税別）

レディース日舞

古典・民謡・歌謡曲など幅
広いジャンルで丁寧にお稽
古していきます。いつまで
も健康と若さが保てます。
初心者の方大歓迎です。
着物が一人で着れるように
なります。

花柳波吟 花柳流師範
堺日本舞踊協会会長

9/15・10/6（土）

第1・3（土）19:30 ～ 21:00
【入門クラス】月額3,700円（税別）
【初心者クラス】月額4,100円（税別）

インド舞踊 女神のオーラ

色鮮やかなサリーをまとい、しばし
幻想の別世界へ。インドの神々を
テーマにしたインド舞踊は心身を
浄化しあなたの美しいオーラをつ
くります！

柳田紀美子 オリッシィ教室主宰

【小1～】

9/16・10/7（日）

第1・3（日）
①13:00～15:00 ②13:00～14:30
月額4,100円（税別）

①柳生新陰流
②女性のための柳生新陰流

「徳川将軍が学んだ江戸の柳生の剣」袋竹刀を
使った柳生流の形を稽古する事で、本格的武術
の高度な心身技法を身に付け、あなたの感性を
磨きます。

池之側浩 武術塾「柳生天狗堂」代表

【中学生～】

9/16・23（日）

月4回（日）10:30 ～ 12:30
月額6,200円（税別）

合気道 心身強化護身法

日本武道の中で神秘的で合理的な無
理のない動きで誰でも上達できる武
道です。心と身体の護身強化法です。

山本益司郎 （財）合気会合気道師範七段

【高校生～】

9/16・23（日）

月4回（日）14:00 ～ 16:00
月額5,200円（税別）

巧心空手道

競技、スポーツとしての空手
ではなく、自己のペースで行
える鍛錬（身体・精神）護身と
して、道場の仲間と協力し、
互いの上達を目指す空手道。

細田隆之 総主師範

【高校生～】

①9/16・23（日） ②9/17・24（月）

①月4回（日）14:00 ～ 15:00
②月4回（月）19:30 ～ 20:30
月額5,400円（税別）

①日曜合気道
②誰にでもできる合気道

合気道は、動きに無理がない非常に合理的な武
道です。一つ一つの技も、自然の動きに順応して
創られています。楽しく体を動かし柔軟な身体を
作りましょう。　※月2回クラスもあります。

尚武館講師

9/8・22（土）

第2・4（土）10:30 ～ 12:30
月額4,100円（税別）

ステンドグラス工房

教会の窓に使われている歴史
あるステンドグラスの基本を
マスター。お部屋を華やかに
彩る作品を作ってみません
か。初心者歓迎！

北村光旦 ステンドグラス作家

9/9・10/14（日）

第2（日）10:30 ～ 12:30
月額2,100円（税別）

初めてのスペインタイル絵付け

おもにスペインのタイルと釉
薬で絵付けをし、陶芸用の窯で
焼成します。焼きあがったタイ
ルは、色鮮やかで美しいふくら
みのある作品に仕上がります。

中嶋淳子 工房グラシアス講師

9/13・10/11（木）

第2（木）13:30 ～ 15:30
月額1,900円（税別）

わくわく・ベネチアンガラスフュージング

ベネチアンガラスを自由に使って並べたり、
積み上げたり、電気炉でとろっと溶かす「ガラ
スフュージング」は魅力たっぷりのクラフトで
す。先ずはアクセサリーを作ってみませんか？
きれいなガラスに癒され、ココロも元気に♪

木内香織 わくわくかおりglass主宰

9/17・10/1（月）

第1・3（月）13:30 ～ 15:30
月額4,100円（税別）

初めての絵画

静物をモチーフに基礎デッサンを身
につけ、後に水彩・アクリルへと進め
ます。わかりやすく楽しく指導致しま
す。

三田 肇 洋画家
大阪芸術大学美術学科卒

9/10・10/22（月）
第2・4（月）10:30 ～ 12:30 月額4,100円（税別）

楽しい水彩画

一人ひとり、個性にあった指
導を致します。花・静物・風
景や家族の写真等、色々な
モチーフを楽しく描きま
しょう。

松島陽子 関西水彩画会会員

9/26・10/10（水）

第2・4（水）10:30 ～ 12:00
月額6,000円（税別）

布花～暮らしの中にそっと～

優しい色合いで染める布花を作っ
てみませんか。お部屋に、アクセサ
リーに、プレゼントに。ナチュラルに
仕上げていきます。

見手倉みどり 布花講師

9/7・10/5（金）

第1（金）10:15 ～ 12:45
月額3,000円（税別）

楽しいフランス額装

フランスから伝わる額装とコラー
ジュのテクニックで素敵なインテリ
ア作品に仕上げます。

中尾よしえ フレーミング・Art collage協会本部校講師
アトリエ・ルマレ主宰

9/18・10/2（火）

第1・3（火）13:00 ～ 15:00
月額5,000円（税別）

クラフトバンド

紙でできているクラフトバンドを
使って色々な形のかごを作ります。
小物入れからバッグまで、色々な形
を作ります。

中谷孝枝 クラフト工房トリリアム認定講師

【女性】

9/6・10/4（木）

第1（木）13:30 ～ 15:30
月額2,600円（税別）

和紙の絵手紙

和紙に季節の花を描き、文章
をつけます。初めは半紙で練
習し、上達すれば巻紙にも描
きます。

秋原須美子 絵手紙茜会主宰

①9/14・10/12（金）
②9/1・10/6（土）

①第2（金） ②第1（土）
13:30 ～ 15:30 月額2,100円（税別）

心なごむやさしい仏画
①金曜クラス ②土曜クラス

手本の下絵を写仏し、彩色することか
ら始め、本格的な仏画へと進みます。感
謝の気持ちを大事に心和むひと時を！

①松井和泉 ②松嶋恭子 蓮生会講師

【18歳～】

9/5・10/3(水)

第1（水）11:00 ～ 13:00
月額2,100円（税別）

粘土クラフト

色々な粘土を使用して、ポップ
なスイーツやミニチュアを作り
ます。

山本厚子 スイーツデコ作家

9/7・21（金）

第1・3（金）13:30～15:30
月額4,100円（税別）

楽しいトールペイント

初めて絵筆を持つ方でも大丈
夫です。オリジナルの作品を手
作りしてみませんか？

松嶋恭子 日本手芸普及協会
ペイント講師

【小4～】

9/27・10/25（木）

月2回第2・4（木）
13:30 ～ 15:30
月額6,100円（税別）

月1回第4（木）
13:30 ～ 15:30
月額3,100円（税別）

タイ・カービング

身近にあるせっけんをナイフ1本で彫
刻します。1講座1作品を仕上げます。
タイの伝統技術を習得してみません
か。

Aya タイ・カービング講師

9/10・24（月）

第2・4（月）13:30 ～ 15:30
月額4,100円（税別）

四季を描く 水墨画・墨彩画

山水や花鳥などを墨の濃淡で、また
淡い色を加えて描きます。お手本も
あるので、初めての方も楽しく学べ
ますよ！

水口由紀子 青朝会日本水墨画展理事

9/10（月）
第2（月）15:40 ～ 17:00 月額1,600円（税別）

墨と顔彩で描く 季節のハガキ絵

花や果物、風景をハガキ
大の和紙に描きます。部
屋の彩りやお便りとして
とても重宝。初めて筆を
持つ人も大丈夫！！

水口由紀子 青朝会日本水墨画展理事

9/14・28（金）
第2・4（金）13:30 ～ 16:00 月額4,600円（税別）

七宝焼（初級）

金属と釉薬と炎が織りな
す幻想的な色彩。あなただ
けのオリジナルアクセサ
リーや小物を作ってみま
せんか？

堀 良子 日本七宝作家協会員・堺美術協会員

9/25・10/23（火）
第4（火）14:10 ～ 17:00 月額3,400円（税別）

～壊れた器が蘇る～金継ぎ講座

日本独特の文化であり美学でもあ
る金継ぎ。破損してしまった大事な
陶磁器や漆器、硝子器が蘇ります。
「金継ぎ講師養成講座」もございま
す〈全18回〉
「蒔絵と螺鈿」も同時開催

栗原蘇秀 漆芸伝承の会主宰

9/25（火）

第4（火）10:30 ～ 12:00
月額2,100円（税別）

ポーセラーツ

真っ白な磁器に、好みの色や柄
の転写紙を貼ったり絵の具で
着色し、世界に一つのテーブル
ウェアーを作ります。

大橋知恵 日本ヴォーグ社
ポーセラーツインストラクター

9/19・10/3（水）

第1・3（水）10:30 ～ 13:30
月額4,900円（税別）

立体押し花クラフト

平面的な押し花を立体的に表現す
る新しい技法の押し花です。身近に
咲く花たちを素材に、立体的な額や
アクセサリー・雑貨小物など幅広く
作品を作ります。

たけひろみきこ たけひろみきこプレスドフラワースクール代表
アートハウスメイポップ主宰

9/11・10/9（火）

第2（火）10:00 ～ 13:00
月額3,600円（税別）

ボタニカルアート

草花や木の実など植物を観察し、
透明水彩で丁寧に描いていきます。
初めての方にも基礎から学んで頂
けます。

田中千壽子 日本植物画倶楽部会員

9/18（火）

第2・4（木）
13:30 ～ 15:30
月額4,100円（税別）

第3（火）
10:30 ～ 12:30
月額2,100円（税別）

ハワイアンキルト

ビギナークラスからのスタートです。
お気軽にハワイアンキルトを楽しみま
せんか？

中植貴子 Quilt Studio Nana Honua主宰

9/6･10/4(木)
第1(木)10:30 ～ 12:30 月額2,100円（税別）

ハワイアンリボンレイ

縫ったり編んだり本格的なリボンレ
イから手芸好きな方の小物作りま
で、おしゃべりしながら楽しみません
か？ハワイの花々を感じさせてくれ
る色や、ビビッドな色のリボンを使っ
て、レイや小物を作ってみませんか？

塩津順子 キャロル　ミト認定インストラクター

9/17・10/1（月）

月2回
第1・3（月）13:30 ～ 12:30
月額3,700円（税別）

ジュエリークロッシェ

レース糸にビーズを通して、かぎ針
編み技法でアクセサリーや小物を作
成します。
「楽しい手編み教室」も同時開催

中森千代美 楽習フォーラム認定講師
ジュエリークロッシェ教授

9/27・10/25（木）

第4（木）13:00 ～ 15:00
月額3,000円（税別）

大人かわいいスワロフスキーアクセサリー

スワロフスキーを使用したアクセサ
リーや小物を作ります。
「グルージュエル認定講座」もござい
ます〈全4回〉

戸﨑由佳 一般社団法人グルージュエル協会
認定講師

9/11・10/9（火）

第2（火）10:30 ～ 12:30
月額2,000円（税別）

アイシングクッキー

季節に合わせたデザインのクッキー
に、アイシングでお絵かきしてみませ
んか？
「アイシングクッキー認定講座」もござ
います〈全6回〉

坂口理佐 JSAアイシングクッキー認定講師

1,000円 1,350円 1,000円 1,550円 500円 1,300円

1,950円 1,500円 1,550円 2,100円

1,350円 900円 1,000円 1,250円 1,050円

3,550円 2,050円 2,550円

1,800円 1,250円 2,450円 2,550円 2,550円

2,550円 2,550円 1,000円
1,000円
サックスお持ちでない方は面談 2,550円

3,050円 1,000円 3,000円 2,500円 2,500円

2,100円 2,000円～ 2,600円 3,000円～ 500円 1,100円 2,050円 2,100円 500円

2,000円 1,550円 1,500円 200円 1,550円 2,300円 500円

9/7・21(金) 1,850円 2,550円 2,050円 2,550円

1,830円 1,650円 1,650円 1,150円 1,088円

1,550円 1,550円 2,050円 1,800円 2,670円

1,850円 2,050円 1,550円 1,300円 1,350円

1,000円 1,280円～ 2,100円 1,350円 1,900円 900円～ 2,050円 2,050円 500円

2,000円 500円～ 1,000円 1,100円 1,500円 600円 2,600円 100円
2,100円
500円

2,100円 1,000円～ 2,050円 3,050円 500円 2,050円 1,600円

2,300円 ～1,000円 2,400円 3,030円

2,100円 1,000円

2,100円 1,000円 2,450円 3,500円 3,600円

2,050円 1,000円 500円～
1,500円
1,500円～ 2,000円 2,000円 1,500円

第2（水）10:30 ～ 12:30
月額2,100円（税別） 2,000円～

月額1,000円 400円（ペンは180円）

3,000円～ 2,000円（税別） 月額１，０００円

月額600円(税込）
300円

1,550円

9/5・19（水） 9/5・19（水）

1,350円

体験・見学も承ります!随時ご入会受付中0725-50-556010:00～20:00
（日曜18:00迄） 全170講座以上当チラシに掲載の他にも

多数各種講座があります
ホームページを
ご覧ください!全170講座以上


