
①3/10・24(日）②3/8・22(金）

①第2・4(日)10：30～12：30
①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

1,550円

3/8・15・22（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

900円

【小学生～】

3/7・14・21(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

1,000円 3/6・13・27(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) ＩＴＣ太極拳愛好会主宰

1,050円 3/5・26(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

1,250円 お問い合わせ下さい

月１回～（水）・(金)・（土）
時間はお問い合わせ下さい
月額1,300円～ (税別)

森田塾(太極拳)

体は心をつくるもの！心の重荷は体に
現れます！足指から骨から筋肉から血
液からストレス流しに来てください！

森田興子
神藤豊和

1,300円

【中学生～】

3/2・16(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

1,950円

【成人～】

3/1・15(金)

第1・3(金)14:30 ～ 16:00
月額3,000円(税別)

アイヨガ

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

1,500円

【18歳～】

3/5・12・19・26(火)

月4回・月3回(火）10:30 ～ 11:30
月4回月額5,400円(税別) 月3回月額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

1,350円 3/5・12・19・26(火)

月4回(火）11：45～ 12：45
月額8,400円(税別)

プライベートヨガ

難しいテクニックやハードな動きで
はなく、リラックスしながらレッスン
します。体が硬くても大丈夫。ほか
と比べずプライベートで。

WAKABA 日本ヨガ普及協会ヨガインストラクター

2,100円

【18歳～】

3/6・20(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

1,550円

3/11・25(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

1,350円

【高校生～】

3/22・4/5（金）

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

1,550円

【20歳～70歳代】

3/11・18・25(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

1,550円

【高校生～】

3/5・19(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

2,550円 3/13・27(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

2,050円 3/16・4/6(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
身体を作りを目指します。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

2,550円

3/12・19・26(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

1,550円

【中２～】

3/17・4/7(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

2,670円 3/16・4/6(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

1,850円 ①3/17・4/7(日) ②3/12・26(火)

①第1･3（日）
11：00～ 12：00
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

2,050円 3/6・13・20・27(水)

第1･3（水）・第2･4（水）
12：45～ 14：15
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

1,800円

3/6・20(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

1,850円 3/5・12・19(火)

月3～ 4回(火）
19：00～ 20：30
月額6,710円(税別)

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

1,830円 3/6・13・20(水)

月4回(日）
①19：30～21：00ポワントなし
②19：30～21：30ポワントあり
①月額6,200円(税別) ②月額8,200円(税別)

今からはじめるクラシックバレエ

大人のクラシックバレエ入門講座です。ご経
験がなくてもゆっくり無理なく踊れます。エ
レガントな体の動きを身につけましょう！

松坂笑理子 なほみバレエ講師・バレエ解剖学研修修了
・ＲＡＤ講師プログラム研修修了

①1,550円 ②2,050円

【小１～】

3/17・4/7(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

2,050円

【高校生～】

3/10・17・24(日)

①月4回(日) ②月2回(日)14:00 ～ 15:00
①月額5,400円(税別) ②月額3,400円(税別)

日曜合気道

誰にでもできる合気道

子供さんから大人まで一緒になって稽古できます。親子で合気道を楽しんで頂ければ有り難いです。

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

1,350円

3/11・18・25(月)
月4回(月）19:00 ～ 20:00 月額5,400円(税別)

1,350円

【高校生～】

3/10・17・24(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

1,300円

3/9・16・23(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。若返った!姿勢が美しくなった!腰痛やひざ痛が改善
した！等々お喜びの声を頂戴しております。

曽我直子 バレエ講師

1,088円

【15才～】

3/9・16・23(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

1,150円

【18歳～】

3/11・25(月) 3/12・26(火)

第2・4(月)16:00 ～ 17:30 第2・4（火）14:00 ～ 15:30
月額2,000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

1,000円 3/6・13・20(水)

月4回(水)11:00 ～ 12:00
月額5,400円(税別)

代謝ＵＰ！体幹ストレッチ

筋肉を使わないと、どんどん脂肪がつい
てしまいます。体幹を意識してしっかり伸
ばすと代謝がUPしてやせやすくなりま
す。美しい体を一緒に目指しませんか？

石川紀子 エクササイズ＆ストレッチスクールangelique主宰

1,350円 3/14・28(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 ゆる体操インストラクター・柔道整復師

1,000円 3/8・22(金）

第1・2・4（金）14:00 ～ 16：00
月額4,650円(税別)

スポーツウエルネス吹矢健康法

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

1,550円　 500円

【60歳～】

3/14・28(木)

第2・4(木)15:30 ～ 16：15
月額3,000円(税別)

シニア健康空手体操

ひざが痛い方、運動が苦手な方
も無理なく楽しくご自分のペー
スでイスに座って（又は立って）
空手にチャレンジ！

高雄文男 正道会館 高雄道場 代表

1,000円 3/7・14・21(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

1,300円

3/19・4/2(火）

第1・3(火）10：30～12：00
月額2,500円(税別)

楽しみながら着付けをマスター

補正の仕方、足袋のはき方、着物のたた
み方など、その人にあったペースで分か
りやすく丁寧に指導致します。道具を使
わない手結びで着てみましょう！

仲谷のぶ子 東洋着物学院師範

1,250円

3/21・4/4(木）

第1･3（木）
10：30～12：00
月額3,100円(税別)

はじめての美文字

手紙、はがき、年賀状などの宛名書き、の
しの表書きなどを美しい大人の字で書
けるように練習しましょう。

泉 龍石 日本ペン習字研究会師範

1,550円

3/12・26(火）

第2・4(火）19：00～20：30
月額5,100円～ (税別)コースによって異なります

お勤め帰りの着付け塾

着物は、日本の民族衣装です。最近は着物離
れと言われていますが、一度着てみること
で、凛とした心地よさ、所作の美しさなど、そ
の魅力が実感できると思います。初心者の方
大歓迎です。※昼間のコースもございます。

海東十巳子・山本由美子 着付け塾主宰

2,550円

3/11・25(月）

第2・4(月)
13：30～ 15：3０
月額3,100円(税別)

筆ペンはがき絵

五色のカラー筆ペンを使って、季節の草
花や風物を色鮮やかに描きます。

関 小瑞 暁書法学院

1,550円

面談3/9・23(土）12：30～

第2・4(土）10：30～ 12：00
月額5,100円(税別)

きものでオシャレを！

日本の美しい着物を自分で着ること
が出来たら・・・とお思いの方、わずか3
ヶ月で従来のままの小物を使って、小
紋・紬の着物が着崩れなく着られるよ
うになります。

杉野景子 杉野きもの教室主宰

3/24・4/14(日）

第2･4（日）13：30～15：00
月額3,100円(税別)

筆ペンとボールペン

筆ペンを練習し、その後ボールペン
を練習します。相乗効果により美し
く書けます。美しい氏名を書くこと
から身につけましょう。

中条春庭 暁書法学院講師

1,550円

①3/13・27(水） ②3/30(土）

月額4,000円(税別)
　　　月額1,000円(税込）

月額2,000円(税別)
　　　月額500円(税込）

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

2,000円 500円

【１８歳～】

3/12・26（火）

第2・4（火）16:30 ～ 18:00 
月額3,780円(税別)　　　　月額5,000円～

書道専科

生涯学習として本格書道を始めませんか。
基礎から学べます。希望者の方は免許取得
コースもあります。

原田由岑
日本書芸院一科審査員、
読売書法会幹事、堺美術協会会員, 
全関西展無鑑査、堺市展無鑑査

1,890円 2,160円

3/7・4/4(木）

第1(木)10：30～ 12：30
月額2,100円(税別)　　　１作品1,500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？「ウエ
ディングコース」も習っていただけます。

塩津順子 キャロル・ミト認定インストラクター

2,100円 1,000円

500円

無料面談

①第2･4(水）
13：30～ 16：0０

②(クラス増設)第1(土)
10：30～ 12：0０

3/2・4/6(土)

第1(土)
13：30～ 15：30
月額2,100円(税別)

心なごむやさしい仏画土曜クラス

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！

松嶋恭子 蓮生会講師

2,100円 500円 3/11・25(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

2,050円 3/11・4/8(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

1,600円 3/19・4/16(火）

第3(火)
13：00～ 15：00
月額2,500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。

中谷孝枝 クラフト工房トリリアム認定講師

1,500円 600円

【18歳～】

3/6・4/3(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

2,100円 1,000円～

3/11・25(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 
堺美術協会会員

2,050円 500円 3/15・29(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

2,050円 1,000円

【女性】

3/7・4/4(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

2,600円 100円 3/10・4/14(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

2,100円 1,350円 3/12・4/9(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をクッキー
の上にアイシングでお絵かきしてみ
ませんか。食べるのがもったいないく
らい、かわいい作品に仕上がります。
※認定講座もございます。

坂口理佐 JSAアイシングクッキー認定講師

2,000円 1,500円程度

3/26・4/23（火)

第4（火）10:30 ～ 12:30
月額2,000円(税別)

スクラップブッキング

大切な想い出の写真を楽しく飾り
つけながら、アルバムにまとめてい
くスクラップブッキング。初めての
方でも気軽に楽しんで頂けます。

奥田多加絵 サクラクレパスメモラビリアート認定講師

2,000円 1,000円程度 3/28・4/25(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

1,500円 1,500 ～ 2,000円 3/8・22(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

2,300円 ～ 1,000円 3/26・4/23(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

監修：栗原蘇秀
花村邦子

漆芸伝承の会主宰
関西地区認定講師

2,400円 3,030円 3/14・28(木)

第2･4(木)10:30 ～ 13:00
月額4,600円(税別)

彫金

金属（金・銀等)を素材としたア
クセサリーの製作をします。基
礎を習得した後、指輪のリフォ
ームもできます。

桑田亮子 彫金講師

2,300円 1,000円

3/12・4/9(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

3,600円 3/26・4/23(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

2,100円 1,000円 3/14・4/11(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

ガラスフュージングは身近に体験
できるクラフトです。アットホーム
な教室であなたのオリジナルアク
セサリーを作ってみませんか？

木内香織 わくわくかおりglass主宰

1,900円 900円～ 3/23・4/13(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

2,000円 1,280円～ 1,100円3/1・4/5(金）

第1(金)10：15～ 12:45
月額3,000円(税別)

フレーミング・Art collage ～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

1,000円

【12歳～】

3/11・25(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～

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

2,500円

3/7・21（木）

第1･3（木）16:00 ～ 20:00
月額6,000円(税別)

ベース教室
＜エレキベース＆コントラバス＞

初心者から中級者以上の方まで、
１人１人に合わせてレッスンをしま
す。確実にステップアップしていき
ましょう。

福重康二 ベース奏者

3,000円 3/13・27（水）

第2･4（水）
【初心者】13:30 ～ 14:30
【経験者】14：30～ 15:30
月額5,000円(税別)

きょうからウクレレ

ハワイ伝統の楽器ウクレレ。初心者の方でも
演奏しやすい楽器です。弾き語りやジャズな
どさまざまなジャンルを幅広く指導します。

寺地達弘 ウクレレ講師

2,500円 3/6・20（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

1,000円

【6歳～】

①3/5・19（火）・②3/8・22(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

3,000円

【10歳～】

3/15・4/5(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

2,550円

【中学生～】

3/10・24（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

2,450円 ①3/7・28（木）②3/9・16（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19:00 ～ 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。思いきって受講してみませんか？

矢倉利一 大阪音楽大学短期大学部
ギタークラス卒

2,550円

【小学生～】

①3/5・19(火) ②3/16・4/6(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

2,550円 3/6・20（水）

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

3/6・20（水）月額3,600円(税別)

やさしく習える琴修会大正琴

数字譜ですので、易しく
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

3,550円 3/18・4/1(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

2,050円 ①3/11・25(月) ②3/8・22(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

1,250円 3/18・4/1(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

1,800円 3/11・25(月)

第2･4(月)20:00 ～ 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

2,550円

3/13・4/10(水）

第2(水)10：30～ 12：3０
月額2,100円(税別)

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 グリーンナレッジ・グリーンアドバイザー
・花育アドバイザー

2,100円
2,000円～

2,600円
3,000円～

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

第4(火)10：30～ 12：00
月額2,100円(税別)

フラワーカフェ＊アレンジメントタイム

生花、ブリザーブドを使ったフラワーアレンジの基本から、シ
ーズンアレンジ・ブーケ･コサージュなどの応用デザインまで
幅広く学んでいただけます。お茶を飲みながら、ゆったりした
時間をお楽しみいただけます。

中山裕子 フルール・サンベリーナ主宰

第2(木)10：30～ 12：00
月額2,100円(税別)

季節のフラワーアレンジメント

暮らしの中で楽しむお花のレッスンです。季
節のお花を使って、四季のテーマに合わせ
たアレンジを作ります。レッスンの後、お花と
一緒に、楽しいカフェタイムがあります。

大原 真美 フルール・サンベリーナ講師

第3(水)13：00～ 14：30
月額1,600円(税別)

アーティフィシャルフラワーアレンジメント

ファッションやインテリアでも注目されている光触
媒加工をしたアーティフィシャルフラワーを使って
作品を作ります。デザインを学びながらもそれぞれ
の個性を生かせる作品作りができます。

南野豊子 キッズワールドフラワースクール主宰
サンフェアリーフラワーデザイナー

【小学生～】

3/14・28（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

2,550円 3/14・28（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

1,000円 ①3/7・21（木）②3/15・29(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

3,050円

【どなたでも受講できます】

3/8・22（金）

第2･4（金）10：10～ 11：10
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

1,000円

サックスお持ちでない方は面談

【8歳～】

第1･3(水)
【初級Ⅰ】 14:30 ～ 16:00
【初級Ⅱ】 16:00 ～ 17:30
【中級】 17:30 ～ 19:00

申込締切:1週間前 申込締切:1週間前申込締切:1週間前4/3（水） 2,100円
2,500円3/26・4/23(火） 申込締切:1週間前 2,100円

2,500円3/14・4/11(木） 申込締切:1週間前 1,600円
2,000円3/20・4/17(水）

②第2･4(火）
17：00～ 18：00

月額600円（税込）

太極拳講師・カイロプラクター・螺施療法士
太極拳講師・カイロプラクター・螺施療法士

0725-50-5560 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


