
1,000円
1,000円

第1･3(土)

小原流いけ花講座

初めての方は基礎か
ら丁寧に、経験者の方
はそれに応じて指導
いたします。お花と皆
様との出会いをたい
せつにする講座です。

浜田豊光 1級家元教授
専門教授者

14:00～16:00
月額3,000円(税別)

3/19(土)

第1･3(火)

茶道裏千家

おもてなしの心でお
茶を始めてみません
か。四季のうつり変わ
りにあわせて、日本
のよさを一緒に学び
ましょう。

池田宗加 裏千家正教授

13:30～15:30
月額4,000円(税別)

3/22(火)

第1･3(土)

表千家 楽しむ茶道

表千家の茶道を初心
者から楽しく学ぶ。千
利休から脈々と続く
茶道のおもてなしの
精神を日常生活に生
かしましょう。

勝田宗温 表千家教授

13:30～15:30
月額4,000円(税別)

3/19(土)

第1･3(木)

幼児さんすう教室
「かず・かたちくらぶ」

パズルや積木、工作遊びを通して「考える楽し
さ」「算数の基礎」を学びます。「こんなに楽し
いのに算数のお勉強なの？」
と喜ぶママの声が聞こえる
親子で学べる講座です。

渡辺貴子 （公財）日本数学検定協会認定
幼児さんすうインストラクター

14:00～14:55（3～4歳）　
15:00～15:55（4～5歳）
月額4,000円(税別)

3/24(木)・4/7（木）

月4回(水)

笑顔でチアリーディング（team RED)

チアリーディングを基礎からしっかりお教え
します。チアリーディングは楽しめるスポーツ
ということを一緒に学んでいきましょう。

大越周子 箕面自由学園高等学校・梅花女子大学
チアリーディング部OG

16:30～17:20
月額4,800円(税別)

3/30(水）

1,000円

第1･3・4(火)

キックエクササイズ

近年、女性や芸能人にも人気の格闘技エクサ
サイズ。キックボクシングの基本動作を中心に
したエクササイズです。初めての方でも楽しく
汗がかけて、ストレス解消・筋力・代謝がUP。
肩凝り、腰痛の改善にも。体力に自信のない方
でも安心して、ご参
加いただけます。

キックスタイル公認インストラクター

13:00～14:00
月額5,700円(税別)

3/22(火)・3/29(火) 500円 マウスピース代 50円

第1･3(水)

スポーツ吹矢健康法（水曜クラス）

スポーツ吹矢は健康を目的としたスポーツで
す。その源は腹式呼吸を取り入れた「スポー
ツ吹矢式呼吸法」にあります。老若男女が同
じステージで競い合う事ができます。是非一
度、参加してみませ
んか？

黒田昇右 一般社団法人日本スポーツ吹矢協会
公認指導員

13:00～15:00
月額3,000円(税別)

4/6(水)

第4(火)

女性のためのインド式健康法
アーユルヴェーダ

インド伝統医学、アーユルヴェーダの意味、歴
史。体質別病気の予防法やスパイスの薬効
果。アーユルヴェーダエステの種類や美肌を
つくるトレーニング法などをインドの文化を
ご紹介しながら進め
ていきます。

南 想子 管理栄養士
アーユルヴェーダセラピスト

14:00～15:00
月額2,000円(税別)

3/22(火)14:00 ～ 14:30

京の路地裏「見・聞・食」　
（第1水曜コース）（第1土曜半日コース）

古き佳き京都が色濃く残る路地裏。一般観光客が踏
み入れないエリアにこそ京都ならではの歴史、文化
を垣間見ることができます。全回とも京都現地講座
で、特色が異なるエリアごとに散策します。

道菅隆幸 大路小路ウォーカー

けん ぶん しょく

第1(水)9：45～15：00
第1(土)12：15～16：15
6ヵ月全5回
(水)一括15,000円(税別)
(土)一括14,000円(税別)

天王寺＆新世界のディープな大阪を満喫！
大きく変貌しつつある天王寺エリア。日本一の高層ビルのハルカスを
見上げ、知られざる名庭の慶沢園を鑑賞。天王寺公園を抜けて動物園
を横目に串カツの聖地として活気あふれる新世
界へ。通天閣の展望台から眺望も愉しみます。

北摂エリアにお住いの方には馴染みが薄い大阪ミナミ。道頓堀、”天下の台所”黒門市場、話題
の裏なんば、道具屋筋、千日前筋商店街、戎橋筋商店街、アメリカ
村など大賑わいの”今のミナミ”を旅行者気分で散策しましょう。

道菅隆幸 町歩き研究家

2,000円

第3(金)

iPhone&iPad入門編

人気のiPhone&iPad
をマスター。基礎から
インターネットの使い
方、アプリやマップ、カ
メラの楽しみ方をお教
えします。

島 みち スマートデバイストレーナー

13:00～15:00
3ヵ月全3回一括11,000円(税別)

3/18(金) 500円

第1･3(木)

ゴスペル入門

初心者大歓迎！発声練習
など、基本的な事を丁寧
にレッスンしていきま
す。簡単な曲から始めま
すので、声が出にくい方
も英語が苦手な方もお
気軽にご参加ください！

植村紀子 サンディ ブレア公認講師

19:00～20:30
月額4,000円(税別)

3/31(木)

KidsプログラミングScratch体験

パソコンの知識がなくても視覚的な操作で
プログラミングを学べます。講座はiPadを使
用するので、タイピングができなくてもチャ
レンジできます。

（株）オーエークリエイト　パソコン講師

第4(水）

カラーを活かした
着物コーディネートと収納講座

パーソナルカラーを活かし
た着物コーディネート+着
物まわりの整理収納講座。
季節にあわせて着物でイメ
ージアップ！

武内貴子 着物カラースタイルコンサルタント

13:00～14:30
月額2,000円(税別)

3/23(水)12:30 ～ 13:00

第2(水)

パーソナルカラー
ふだんのメイクが変わる！

ふだんのメイクで、美肌
効果や若返り！ファンデ
ーションやメイクカラー
の選び方、老けないメイ
クの方法、さらに美肌に
見える服の色まで、わか
りやすくていねいにお教
えします。

本村育代 全日本カラースタイルコンサルタント協会認定
カラースタイルコンサルタント

13:00～14:30
月額2,000円(税別)

ピアノライブ＆トーク

クラシック音楽を気
軽に身近に感じてみ
たいと思いません
か？そんな気持ちに
応える楽しいトーク
と演奏の講座です。

川尻 淳 ピアニスト

弁護士と行く裁判傍聴

裁判傍聴してみ
ませんか？弁護
士が同行し、傍
聴のポイントや
裁判の仕組みな
どを解説します。

石橋徹也 至心法律事務所弁護士

能への誘い～薪能によせて

毎年5月恒例の池田薪
能。今年の演目は「吉野
天人」「殺生石」。当日使
用する能面、装束、小道
具など詳しく説明いたし
ます。装束付けの体験も
ございます。説明を聞い
てから鑑賞するとよりお
楽しみいただけます。

井戸良祐 観世流能楽師

第4(月)

心＆身体の
アンチエイジングカラーセラピー

選ぶ色はあなたへの
メッセージ。色の効果
を取り入れて、心も
身体もキレイ＆元気
＆健康な毎日を☆

池田輝色 カラーセラピスト
健康管理士一般指導員

10:30～12:00
月額2,000円(税別)

第2(月)

マイナス5歳！
驚きのパーソナルカラー

人それぞれで似合う
色はことなります。自
分色を知ってもっと
若々しく変身しまし
ょう！パーソナルカラ
ー診断付き

岩崎泰子 カラーアナリスト＆
イメージコンサルタント

10:30～12:00
月額2,000円(税別)

500円 500円

第1･2・4(木)

小学高学年のための
中学準備英語クラス

中学以降の英語学習を順調に進める
ため、音声・単語・会話の基礎力を作
ります。楽しいゲームもあります。

渡辺夕衣香 ライトフロウズ代表 英語講師 学習講師

18:00～19:00
月額3,000円(税別)

4/7(木)

第1･2・4(木)

中学英語レベルの教材（絵本・詩・英
文テキスト等）を皆で音読しリーディ
ングとリスニング力を養成します。

19:00～20:00
月額3,600円(税別)

4/7(木) 500円

第1･2・4(木)

「自由自在」での算数の学習と、オリジ
ナル教材による思考力創造力をつけ
るための国語学習を楽しく行います。

17:00～18:00
月額3,000円(税別)

4/7(木)

中学生のための
英文リーディング講座

自由自在
算数と国語表現力クラス

1,000円

月4回(金)

①ストリートダンスキッズ（幼児）

音楽に合わせて体を動かすことの楽しさを、踊
る事の楽しさを、1つ1つゆっくりとそれぞれの
色を大切に、とにかく楽しんでダンスを好きに
なってもらえるようなレッスンをします。

みなみ キャットミュージックカレッジ
専門学校卒インストラクター みなみ キャットミュージックカレッジ

専門学校卒インストラクター

①16:45～17:30
月額5,200円(税別)

3/25(金)

②17:30～18:30
月額6,000円(税別)

1,000円

月4回(金)

女性のいい部分を大人にしかだせな
い魅力を、その人にしかない個性を
引き出して踊れるような体づくり、そ
してやっぱり楽しむ事を忘れないそ
んなレッスンにしていきたいと思い
ます。

19:00～20:00
月額6,000円(税別)

3/25(金)

②ストリートダンスキッズ（フリースタイル）
ストリートダンス
（フリースタイル）

月3回(水)

韓国語（初級）（中級）（会話）

文法の基礎を固めながら日常でよく使われる
韓国語の表現を学びます。韓国の文化にも触
れながら楽しく韓国語能力を伸ばしましょう。

柳 善美 韓国語講師・通訳
ユ ソンミ コ ショゴウ

初級　13:00～14:00
中級　10:20～11:20
会話　11:30～12:30
月額5,400円(税別)

月4回(金)

やさしい中国語

皆さんに理解しやすい中国語を教えながら、
中国の文化も身につけるように、楽しい授業
を行います。

胡 書豪 中国語講師

19:00～20:30
月額6,000円(税別)

1,000円

月4回(木)

ストリートダンス
はじめてのロックダンス

ダンスが初めて！ロックが初めて！そんなお子様
でも大丈夫です！ゆっくりじっくり、子どもたちの
ペースに合わせて基礎から進めていきます。レッ
スンの進め方☆ストレッチ
→ダンスの基礎→ロックの
基礎→振り付け

みあき ダンスインストラクター

17:30～18:30
月額5,600円(税別)

3/31(木)

第1(月)

“歌う”ためのワンポイントレッスン

呼吸法や発声法を身に
つけ、皆さんの歌いたい
曲を楽しく歌ってレベル
アップしましょう。

松添真理子 ヴォイストレーナー・声楽家
日本声楽発声学会　神戸音楽家協会他各会員

10:00～16:30（1回30分）
月額2,500円(税別)

1,000円

月4回(土)
18:00～19:00

バレティス

今、注目されているバレエとピラティスを融
合した体幹トレーニング「バレティス」男女問
わず受講できます。

ヒロ・クロンドールバレエ講師

月額6,000円(税別)

3/12(土)・3/26(土)

第1･3(水)

40歳以上の方の
趣味・就職に活かすパソコン講座

インター ネットにつ ながったパソコンで
Word/Excel/PowerPointやPhotoshopCS5、
ホームページ作成基礎などを自分のペースで修得
して頂くことが出来る講
座です。いつからでも開始
できます。

（株）オーエークリエイト　パソコン講師

13:00～15:00
月額5,000円(税別)

500円

第2･4(月)13:00～15:00
第1･3(火)19:00～20:45

ミニブリッジ(プレイ編)
月曜クラス/火曜夜クラス

オリンピックに1番近い頭脳ゲーム。大阪の某
大学の授業にも取り入れられています。ブリ
ッジは初めてという方のためのコース。

大橋正幸 (公社）全日本能率連盟マスターマネジメントコンサルタント
(公社）コントラクトブリッジ連盟・世界選手権シニアボウル日本代表

月額2,000円(税別)
3/14(月)13:00 ～ 15:00
3/15(火)19:00 ～ 20:45

第1･3(金)13:00～14:30

はじめての手相入門教室

手のひらにある線(相）には、意味や名称
があります。この講座では、ひとつひとつ
の線を実践鑑定していきます。

藤原萠乃 鑑定士

月額4,000円(税別)

第2･4(月)14:45～16:15

四柱推命とは、生年月日から仕事、家庭、健康、配偶者、
金運等を占っていきます。実践が主の講座です。

月額4,000円(税別)

四柱推命学入門教室

2,000円

第1･3(金)・第1･3(土)

はじめてのチェロ教室

好きな曲、演奏してみたい曲でレッスンしま
す。初心者の方も経験者の方も安心してどう
ぞ。将来的にはアンサンブルでの演奏も目指
します。

森 左介 大阪音楽大学演奏員
NPO法人室内合奏団THE STRINGS主宰

14:00～15:00(1回30分）
月額5,050円(税別)

3/18(金)・4/2(土) 1,500円

第2･4(金)

レッツフラ
フラダンス入門(金曜)

心地よいハワイアン音楽
に合わせて、優しい気持
ち、優雅なモーションで楽
しくフラを踊りましょう。

角谷恵夢 ホクラニフラスタジオ主宰

13:30～15:00
月額3,200円(税別)

3/25(金)

1,500円

第1(火)

自然の香りで手作り！
アロマセラピー講座入門

初心者の方の為の
アロマセラピー入
門編です。アロマ
って？から勉強し、
基本を知ってもら
える講座です。

千石優子 JAA日本アロマコーディネーター協会
認定インストラクター 千石優子 Calan主宰

日本ハーブ振興協会認定ハーブアドバイザー（PAH)

13:00～14:15
3ヵ月全3回一括6,000円(税別)

3/29(火)

第1(木)13:00～14:15

初心者の方を対象にハーブにつ
いて学びます。ドライハーブを使
用し季節に
合ったお茶
の試飲やク
ラフトを作
成します。

月額1,500円(税別)

ハーブ講座
～ドライハーブを使って～

第4(木)

メディカルアロマ(QOLプランナー )
健康管理士資格講座

セルフケアシリーズ５種(人・ペット・マ
マ&チャイルド・介護・ストレスケア）の
内容全てが学べるスペシャルな資格講
座です。ご自身やご家族、周りの方々に
広く活用していただくための日常生活
に役立つさまざまなレシピをご紹介い
たします。

家永純世 日本メディカルアロマテラピー協会認定スペシャリスト

13:00～14:30
6ヵ月全6回一括24,000円(税別)

3/24(木)
花粉症・風邪対策（ノーズケアジェル）
4/28(木)
一番人気！（究極の美容ジェル）
5/12(木)
アレルギーケア（アトピー用クリーム）
6/23(木)
歯痛・口内炎ケア（口内炎歯肉炎オイル）
7/28(木)
虫除けケア（虫除けスプレー orジェル）
8/25(木)
虫さされケガに(かゆみ止め・抗菌クリーム）

メディカルアロマ
手作り講座

グルーデコでアクセサリーを作ろう

新しいお稽古事と言われ
ているグルーデコⓇ特殊
なパテとスワロフスキー
を使用しオリジナルアク
セサリーを作ってみませ
んか？

＊hikaru＊ JGA日本グルーデコⓇ協会

生前整理アドバイザー2級認定講座

この講座では、実際に思い出のものの整理方
法を伝授してもらい、「生前整理実践帳」に書
き込みをしていきます。お部屋をスッキリさせ
ながら、心、情報も整理し、今まで歩んできた
人生をじっくりと振り返っていきましょう。

「生前整理」で自ら集めた物や情報、心の整理をし
て、より良い人生を送りましょう。

出崎節子 生前整理アドバイザー認定指導員

ランチ付初級ベビグラファー講座
我が子を世界一かわいく撮る講座

ちょっとしたポイントでママがご家庭でお子
様のとびきり可愛い瞬間をきれいに可愛く撮
ることが出来るようになります。実践の楽し
い講座です。ベビグラファーによる撮影体験
で1データプレゼントも。

松田加津美 ベビー専門のフォトグラファー
（ベビグラファー）

おひるねアート

TVや雑誌で話題！
赤ちゃんの笑顔や
泣き顔もママのカ
メラで撮影して可
愛い思い出に♪お
誕生日アートも♪

川村佐知 ベビーサイン＆おひるねアートAngelのおてて
一般社団法人日本おひるねアート協会認定講師

1,000円

第2(月)

赤ちゃんとお手てでお話し
ベビーサイン

赤ちゃんの気持ちがわか
るベビーサイン。話し始め
る前の赤ちゃんとコミュ
ニケーションがとれます。
赤ちゃんの初めての習い
事にお薦めです。

川村佐知 一般社団法人
日本ベビーサイン協会認定講師

11:00～12:00
6ヵ月全6回一括14,400円(税別)

3/28(月)

おやこ料理教室

料理を子供達と一緒
に作りたくても自宅で
はなかなか時間が取
れないもの。料理に興
味のある子供達、食育
の場をお探しの方、ど
なたとでもご参加い
ただけます。

健康料理研究会

巻いて楽しい♪食べて美味しい♪
デコ巻きずし

3/21(月・祝)キャンディ・四海
4/26(火)UFO・こいのぼり
5/7(土)富士山・ひよこ
6/16(木)バラ・クマ
7/5(火)金魚
8/6（土）ペンギン・タコ

原小巻。/深見みちる 公益財団法人日本生涯学習協議会監修・認定
日本デコずし協会　デコ巻きずしマイスター

はじめてのフルーツカッティング

ご家庭やおもてなし
でフルーツを楽しみ
たい方の為のレッスン
です。素敵なカットを
習得して頂けます。

永瀬エリカ フルーツカッティングスタイリスト

アイシングクッキー

初めてでも簡単に美しく
作れるアイシングクッキ
ーのコツをお教えします。
大切な方へのプレゼント
にも最適です。

松井和代 日本サロネーゼ協会(JSA)
アイシングクッキー認定講師

一緒に作ろう！！
楽しい親子パン

親子で楽しみながら美味しいパン作りをしま
せんか。皆が大好きなウインナーパンとポテ
トパンを作ります。パパ参加も大歓迎です。

堀 久美子 自宅パン教室Fun!Fun!パン☆主宰

ハーブdeスウィーツ

ハーブが入ったお菓子作りの講座です。こんな
ハーブが合う、などをお伝えしながらお菓子を作
っていただき出来たてをハーブティーとともに
ご試食いただきます。残りはお持ち帰りいただき
ます。ハーブで作った美味しいお菓子を作ってみ
ませんか♪

千石優子 Calan主宰
日本ハーブ振興協会認定ハーブアドバイザー（PAH)

1,000円

第2･4(月)

ママと一緒に
ハッピーリトミック

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽
レッスン。音楽の力で優れた感覚や能力を育
み、情操や知育、運動など人間形成の大切な
土台を培います。伸びる可能性を大きく育て
ます。

馬場みどり 大阪教育大学小学校課程音楽科卒業　ミュージカルモーメント認定講師
甲子園短期大学非常勤講師　リトミック研究センター兵庫支局指導スタッフ

【ステップ】10:00～11:00
【ジャンプ】11:00～12:00
月額3,400円(税別)

3/28(月)

楽しい育児のスタート！
ベビーマッサージ

ママのやさしい手
でたくさんの愛情
を伝えませんか？
全身のマッサージ
で赤ちゃんもうっ
とりリラックス。

藤田亜希子 ベビーマッサージ講師

中国薬膳料理編
[メニュー]
○春限定の山家三脆（さんかさんぜい）
◯小豆となつめのデトックスご飯
◯ハトムギ当帰お腹スッキリスープ

弓削周平 木もれび鍼灸院代表

世界の料理に挑戦しよう
～ワールドクッキング～月替わりで各国の料理を作ります。

世界の名物料理をレパートリーに加えましょう。

3/27（日）
10:00～15:00
受講料6,800円（税別）(材料費込）

スペイン料理編
[メニュー]
○エビのアヒーリョ
○シーフードのフィデゥア（パスタパエージャ）
◯プレーントルティーリャ（スペインオムレツ）

マンザノ フェリディナンド ロレンザナ ジャスティンマリロウオーナーシェフ

4/19（火）
12:00～14:30
受講料3,500円（税別）(材料費込）

ベトナム料理編
[メニュー]
○生春巻き
◯鶏のフォー（お米の麺料理）
◯バナナとタピオカのチエー（ベトナムのデザート）

たなかまみ アジア料理研究家

5/14（土）
10:30～13:30
受講料3,500円（税別）(材料費込）

インド薬膳料理編
[メニュー]
○ダールカレー（豆のカレー）
○夏野菜のサブジ（蒸し焼き）
◯ミックスライタ（ヨーグルトサラダ）

南 想子 管理栄養士・アーユルヴェーダセラピスト

7/9(土)
10:00～13:30
受講料3,000円（税別）(材料費込）

ギリシャ料理編
[メニュー]
○タラモサラダ（じゃがいもと魚卵のサラダ）
◯コロキソ・ケフテデス（ギリシャのハンバーグ）
◯スペツォファイ（ピリ辛ソーセージとピーマンの煮込み）

藤田喜隆 大阪・福島　地中海料理「アッラパーチェ」オーナーシェフ

6/6(月)
10:00～13:30
受講料3,000円（税別）(材料費込）

1,000円
1,000円3/17(木) 1,000円

1,000円
500円

1,000円
500円

500円
500円500円

【3～5歳】

【小学4～6年】 【中学生】

【小学生～中学生】

【小学3年～】

【小学4～6年】 【4歳～6歳】

【小学生】

【年中～小学生】

3/26(土)13:00 ～ 13:30

3/28(月)11:00 ～ 11:30

【手相】3/18(金)12:15 ～ 12:45
【四柱推命】3/28(月)12:15 ～ 12:45

3/14(月)12:30 ～ 13:00

3/9(水)13:00 ～ 13:30

今の大阪ミナミを味わい尽くそう！

3/29(火)10:00～15:00
受講料3,500円（税別）

3/26(土)・7/30(土)
12:30～14:00
受講料1,500円／1回（税別）

5/13(金)・7/13(水)
14:00～15:30
受講料2,500円／1回（税別）

3/29(火)・7/29(金)
10:00～13:00
受講料1,500円（親子）/1回（税別）

4/21(木)・7/19(火)
10:30～12:30
受講料1,500円／1回（税別）

4/21(木)・7/15(金)
13:00～16:00
受講料2,000円／1回（税別）

5/16(月)
13:00～15:00
受講料1,500円（税別）

4/12(火)10:00～15:00
受講料3,500円（税別）

3/30(水）12:00 ～ 12:30

3/24(木)13:00 ～ 13:30

片付けからはじめる「あったか生前整理」

1,000円受講料1,000円／1回（税別）

4/10(日)・5/29(日)・7/1(金)
10:00～11:30
受講料1,500円／1回（税別）

4/2(土）・7/2(土)13:00～18:30
受講料9,000円／1回（税別）

1,800円前後

10,500円(認定料含む）

3/24（木）・5/26（木）10:00～11:30
受講料1,500円／1回（税別）

3/18(金)、4/15(金)、5/20(金)、
6/17(金)、7/15(金)、8/19(金)
11:00～12:30
受講料2,000円／1回（税別）

200円

300円～

4/29(金・祝)・6/10(金)
10:30～13:30
受講料11,741円／1回（税別）

6/4(土)・8/7(日)
10:30～13:00
受講料2,000円／1回（税別）

10:00～12:30
10:00～11:30（7/5のみ）
受講料2,000円／1回（税別）

4,000円

1,000円（親子2人分）／1回

3/20(日)、4/3(日)、5/1(日)、
6/19(日)、7/6(水)、8/17(水)
10:00～11:30
受講料1,500円（親子2,500円)/1回（税別）

500円／1セット 1,000円／1回 1,500円／1回

4/15(金)・6/15(水)
10:30～12:00
受講料1,500円／1回（税別）

1,000円／1回1,000～2,000円／1回

3/22(火)、4/26(火)、5/24(火)、
6/28(火)、7/26(火)、8/23(火)
10:00～12:00
受講料2,000円／1回（税別）

【2ヵ月～1歳半】

【歩く前のお子様とママ・マタニティーさん ママだけでもOK】 【6ヵ月～1歳半】

【大人と幼稚園～小6】

【6歳～】

【2ヵ月～1歳頃】

【ステップ　7ヵ月～2歳児未満】
【ジャンプ　2歳児～3歳児未満】

［会員3,100円（税別）］飲食代など約3,000円

［会員3,100円（税別）］飲食代など約3,000円

（料理教室）

10:30～12:00

072-761-066010:00～17:00
（毎月第2火曜は休館）

〒563-0031 池田市天神1-9-3 池田市立 カルチャープラザ 内ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ ホームページからもお申し込み承ります。パソコン・スマホ・携帯電話で➡ アゼリアカルチャーカレッジ

2016
春期号

保存版

小学生りょうり教室
コミュニケーション力を高める
“聴き上手”になるには

アロマナイトヨガ
第2・4（水）19：00～20：15 第3（土）13：30～15：30

第3（土）10：30～13：00 第2・4（水）19：30～20：30

字てがみ

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

《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、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

〒563-0031 池田市天神1-9-3 池田市立 カルチャープラザ 内

アゼリアカルチャーカレッジWEB
検索は

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

072-761-0660
［電話受付］10:00～17:00（毎月第2火曜は休館）［FAX］（072）761-0439

●入会金は3,000円(税別)です。(ご家族の方は入会金が半額になります。)
●ご入会は毎月随時受け付けております。（途中入会可能）
●受講料は3ヵ月分前納制です。更新月は、4月・7月・10月・1月です。
●消費税は別途要します。
●受講料には特に明記した場合の他は、教材費・材料費・その他費用は含
まれておりません。

●資格認定講座の試験料・認定料等は別途要しますのでお問い合せ下さい。
●受講者数が一定に満たない場合や講師のやむを得ない事情等で講座
を延期または中止することがあります。

●都合によりレッスン日や教室等を変更する事があります。

…消費税は別途要します。（税別表記） …税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。

ご予約
承ります

阪急宝塚線石橋駅下車 西へ徒歩10分

石
橋
駅

会場案内図

大阪→

京都→

梅田↓

←池田

←宝塚
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一方通行 市民文化会館
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［駐車場　 ］
  建物北側にあります

宣
真
高
校

(池田市立 カルチャープラザ内)

入
会
と
受
講
の
ご
案
内

ジャンル豊富に210講座以上が集う

［池田市外にお住まいの方もご受講いただけます］
総合カルチャーセンター

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

発　行：池田市立カルチャープラザ［いけだ市民文化振興財団］　発行日：2016.3.1
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