
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。

（料理教室）

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

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

第2(水)10:30 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

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

月4回(金)
10:00 ～ 11:30
月額6,000円(税別)

グローバル・イングリッシュ
ー英語で知る世界ー

実際に英語でコミュニケーションをとるこ
とを目的とし、話すこと聞き取ることを重
点に置いています。役に立つ話す英語を学
び、それを使
って討論し
ます。

キャラバーロ・ロベルト 英語教師

「今1番輝いている写真を」終活準備のお話と
エイジングフォト©(遺影)撮影会

人生を前向きに....終活
のお話「エイジングライ
フのすすめ」と、今一番
輝いている一枚を残そ
う!エイジングフォト©

（遺影）撮影会。

阪本泰子 シニアのための
駅前コンシェルジュ蛍池代表

第2・4(土)
12:30 ～ 14:00
月額3,400円(税別)

学研科学実験教室(午後クラス)

子どもの時にこそ良い科学との出会いが必要で
す。科学実験教室は知的好奇心を刺激する教育エ
ンターテインメントです。驚きと発見に溢れた科
学実験は、子どもたちが自ら考え、工夫する力を育
みます。ぜひ教室で実験の
楽しさを感じてください。

学研科学実験教室  専任講師

1,000円10/3(月)ステップ10:00 ～
　　　　ジャンプ11:00 ～

1,000円 1,200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
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指導スタッフ

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

手あみ～ベスト

変わりドライブ編ベス
ト並太毛糸で編みやす
く波模様に仕上がりま
す。衿はボートネック
で真っすぐに前後編み
ます。

田中志保子 手編講師

赤ちゃんのお肌を守る
ベビースキンケア

本当に赤ちゃんのお肌はぷるぷるなの?知
っているようで知らない赤ちゃんのお肌に
ついてお子様と一緒に楽しく学べるレッス
ンです!楽しくケアしてぷるぷるなお肌を守
りましょう♪

松田加津美 RTA認定講師
タッチケアスペシャリスト

第2(木)
10:30 ～ 12:00
月額1,800円(税別)

表裏気学入門

「壬申の乱」672年天智天
皇のなき後弟の大海人
皇子、天智天皇の長男大
友の皇子との戦いで陰
陽術(宿曜術)を使って大
勝した。天武天皇となっ
た大海人皇子は占いに
長けた人であった。

小森功子 易学占術師

500円10/3(月)13:30 ～ 1,000円9/21(水)10：30～
第1･2･3(木)16:00 ～ 18:00
月額3,600円(税別)

子供習字

正しい筆順と美しい文字の習得を丁寧に指導い
たします。(毛筆、硬筆)年3回検定試験があります。

北島佳舟 正筆会総務理事　読売書法会幹事

第4(金)10:00 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

やさしい腹話術

かわいい人形が笑い
を届け、癒やしの力を
与える。高齢者から子
どもまで大人気。人形
を手にして初歩から
レッスンします。

ヨッシー花丸 全日本あすなろ腹話術協会
本部役員

第1・3(月)
13:30 ～ 14:30
月額2,400円(税別)

タイ式ヨガ
ルーシーダットン

深い呼吸に合わせ簡
単なポーズでインナ
ーマッスルを強化
し、脂肪燃焼を目指
します。ぜひ一度ご
体験下さい。

大谷識子 日本ルーシーダットン普及連盟
認定インストラクター

月3回(水)
10:30 ～ 11:30
月額4,500円(税別)

ピラティス(水曜)

呼吸と共に体の奥深くにあるコア(芯)の筋
肉を使い、正しい姿勢をキープし、バランス
のとれた身体をつくります。肩こり・腰痛予
防にも効果的。代謝力アップにも!

マコ FTPマットピラティス認定
アドバンスインストラクター

9/9(金)10:30 ～ 12:00

第2(金)
10:00 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

楽しいチョークアート

オーストラリアから来たカラフルでポップな
季節のアートを描いていきます。簡単なモチー
フを塗り絵感覚で始め
ていただけますので、
初心者でも大丈夫で
す。月に一度、一緒に楽
しみましょう。

Ichiko モニークズチョークアート協会認定講師
チョークアートスタジオ～いち工房主宰

9/28(水)12:30 ～ 13:00 10/17(月)13:00 ～ 13:301,500円
800円

第4(水)13:00 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

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

500円9/20(火)13:30 ～ 1,000円9/23(金)10:30 ～ 100円

第3(月)13:00 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

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

第1・3(火)
13:30 ～ 15:30
月額2,000円(税別)

ミニブリッジ(プレイ編)
火曜クラス

コントラクトブリッジは、頭脳スポーツではチェッ
カーに次いで競技人口が多く、世界130 ヵ国以上で
1億人以上と言われています。老若男女を問わず楽
しめます。2人が組みになり4人単位で遊びますの
で仲間作りにも最適です。初心者の方、大歓迎!

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

第2・4(金)
10:30 ～ 11:30
月額3,000円(税別)

リンパのセルフケア

リフトアップのセルフ
ケア・頭皮ケア。全身の
リンパの流れを良くす
る簡単な体操を2回に
分けて行います。 

松本喜美子 リンパ・ヨガ　リフレクソロジー講師

2,000円

9/24(土)13:00 ～
100円

第2(土)13:00 ～ 14:30
月額2,500円(税別)

小笠原流礼法に学ぶ
日常生活のマナー教室

心のこもった自然なふるまいは、人
と人を温かく結びます。相手を大切
に思う心を美
しく形として
表現してみま
しょう。

十河菱眞 小笠原流礼法　関西支部講師

1,000円

9/24(土)15:00 ～ 16:00
300円

第2(土)15:00 ～ 16:30
月額2,000円(税別)

楽しく学ぶ
子どものお煎茶教室

可愛いお道具を使うお煎茶のお稽
古の中で、ご挨拶から、靴の揃え方、
お箸の持ち方な
ど、大切な日常
マナーも学びま
しょう。

山本啓翔
十河眞由美

小笠原家煎茶道　総師範
小笠原家煎茶道　関西支部講師

第2・4(月)
14:45 ～ 16:15
月額4,000円(税別)

四柱推命学入門教室

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。

藤原萠乃 鑑定士

第1・3(金)
13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

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。

1,000円

9/21(水)16:00 ～

第1・3(水)
16:00 ～ 20:30(1回30分)
月額5,000円(税別)

クラシックギター教室

温かく優しい音色のクラシックギ
ター。なつかしいあの曲や大好き
な曲を一緒に奏でてみませんか？
まだ楽器を触ったことのない初心
者の方はもちろん、経験者の方も
一緒にギターの魅力を楽しみましょう。個々のレベルに合った個人
レッスンと仲間と楽しむグループレッスンとお選びいただけます。

今村隆之 クラシックギタリスト

1,000円

9/21(水)14:00 ～

第1・3(水)14:00 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

一緒に弾くギターアンサンブル

500円

10/3(月)9:50 ～ 9/29(木)15:00 ～

第1・3(月)9:50 ～ 11:00
月額3,000円(税別)

中高年から始める
らくらくピアノ® 1

中高年から始める
らくらくピアノ® (個人)

カナ付楽譜と鍵盤シー
ルで憧れのピアノを弾
ける喜びを!仲間のパワ
ーに胸キュン!涙そうそ
う・ムーンリバー・花は
咲く・テネシーワルツ・
浜辺の歌(テキスト曲)

河合泰代 大阪音楽大学卒業

500円

第2・4(木)
15:00 ～ 16:30(1回30分)
月額4,000円(税別)

ピアノが弾けたら？とずーっと
秘めてた夢を叶えませんか？お
一人でゆっくりと、あるいはド
ンドン進みたい方の個人レッス
ンです。テキスト曲もあります
が、お好きなどんな曲もOK。

2,000円9/21(水)10:00 ～

第1(水)
10:00～12:00
3ヵ月全3回一括11,000円(税別)

iPhone&iPad入門編

人気のiPhone&iPad
の基本を学べる講座。
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

第3(水)10:00～12:00
3ヵ月全3回一括11,000円(税別)

タブレット(Android)講座

人気のAndroidタブ
レット&スマホの基
本を学べる講座。イン
ターネットの使い方、
マップ、アプリの楽し
み方をお教えします。

9/28(水)10:00 ～

第4(水)
10:00 ～ 12:30
月額3,500円(税別)

リアル羊毛フェルト

リアル羊毛フェル
ト作家きりのみり
い監修、リアルな
犬、猫などを基礎か
ら作ります。

川村眞澄 wiriis japan
羊毛フェルト協会認定講師

1,000円9/21(水)10:00 ～1,000円
1,500円

第1・3(水)
10:00 ～ 11:30
月額3,800円(税別)

水曜日のエンジョイ・朝フラ

心地よいハワイアン
メロディでホッとひ
と息癒されてみませ
んか？初心者から経
験者まで楽しく踊れ
る講座です。

HUNA(ふな）ハワイアンフラ　AoLani主宰

阪堺電車 貸し切りでGo！
～堺の軌跡めぐりの旅～

明治から大阪市と堺市を結ぶ路面電車、『阪堺電
車』。その阪堺電車を貸しきって盛りだくさんの講
座を楽しんでみませんか。歴史あり、ライブありの2
時間半。我孫子道では車
庫見学も予定していま
す。走るは御年88歳の
161号車、普段は乗れな
いレア車両です。
※お土産付き

涼（琉球沖縄民謡・島の唄　涼風会会主）
堅田友子（同志社国際中学・高等学校教諭　同志社大学非常勤講師）
阪堺電車職員

切らずに造ってラクラク着つけ
「さくら造り帯」

お手持ちの帯
を切らずに、10
箇所程度糸で
留めるだけで
お太鼓結びに
仕上がります。

髙野智子 さくら造り帯　講師

1,500円9/21(水)10:30 ～

第3(水)
10:30 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

スッキリ！
お片づけレッスン

家が片づくと心もスッ
キリ!　片づけの方法
は100人いれば100通
りです。自分に合った
ラクな片づけを学ぶ実
践型レッスンです。

大黒裕佳子 一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会
マスターライフオーガナイザー

10/14(金)10:30 ～

第2(金)
10:30 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

アロマとカードでよみとく
アロマリーディング

毎回数種類の香りを嗅ぎ、その日の香りの感
じ方を直感で感じます。実は香りの好き嫌い
からあなたの心の傾向がわかります。その傾
向とはどういう状態なのか!を学んでいきま
す。毎回アロマクラフ
トも作成します。

藤原ちはる ポジティブマインドセラピスト

1,000円
1,000円

1,000円
500円

500円9/28(水)12:30 ～ 500円9/27(火)19:00 ～

第2・4(水)12:30 ～ 13:30
月額4,000円(税別)

大道芸

大道芸人KASSANがジャグ
リング、マジック、ダンス、
MC等、宴会芸や隠し芸パー
ティー等に使える芸をわか
りやすく簡単に初心者でも
演じることが出来るように
する講座です。(受講生のや
りたいことにより内容も変
動いたします)

KASSAN ジャグリングショップ店主
大道芸人

カ ッ サ ン コ　　　ショゴウ

500円9/16(金)13:00 ～

第1・3(金)
13:00 ～ 14:30
月額3,000円(税別)

背骨コンディショニング体操

誰でも簡単に実践可
能!　ゆるめ・矯正・
筋力アップで背骨を
整え、痛みのない健
康生活を手に入れま
しょう。

井藤典子 背骨コンディショニングインストラクター

第1・3・4(火)19:00 ～ 20:30
月額5,250円(税別)

中国語入門

中国語の発音か
ら、優しい中国語
を教えながら、中
国の文化も紹介
して、楽しい授業
を行います。

胡　書豪 中国語講師

9/21(水)13:00 ～ 13:30

第1(水)
13:00 ～ 14:30
月額1,500円(税別)

台湾の歴史探訪

日本を特に愛してくれ
ている国、台湾の歴史
を鄭成功・清朝・日本統
治時代から現代までを
解説し、その謎を明ら
かにしたい。

松田吉郎 兵庫教育大学名誉教授
文学博士

1,500円9/21(水)10:30 ～

第2・4(木)
10:00 ～ 11:30
月額3,000円(税別)

『太平記』読破を目差そう!!

中世軍記物語の
太平記を、読み易
い新刊行の岩波
文庫で、とにかく
全巻通読を目差
します。さあご一
緒にスタート。

武久 堅 関西学院大学名誉教授
文学博士

9/15(木)・9/29(木)10:00 ～

第1・3(木)
10:00 ～ 11:30
月額3,400円(税別)

西洋書道
はじめてのカリグラフィー

西洋の書道といわれるカリグラフィー。基
本から分かりやすくご説明します。まずは、
イタリック体でカ
ード作りを楽しん
でみませんか!!

綾 みなも カリグラフィー講師

第3(水)10:30～12:00
6ヵ月全6回一括9,000円(税別)

第4(火)13:30～15:00
6ヵ月全6回一括9,000円(税別)

名筆のくずし字をよみこなそう
ー近松・芭蕉・西鶴ー

江戸、元禄文学を代表する近
松、芭蕉、西鶴の代表的作品
を、くずし字(変体仮名)でよ
んでいき、くずし字解読のス
キル(技能)を身につけること
をめざします。さらに彼らの
概要を説明し、作品の解釈鑑
賞もしていきます。 

小田 剛 前龍谷大学仏教文化研究所
客員研究員

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

アプリで年賀状&
カレンダー作成

タブレット&スマホのア
プリを使用しオリジナル
年賀状やカレンダーを作
成&印刷

日本料理編
[メニュー]
○穴子の蒸しちらし寿し
○穴子の創作茶碗蒸し

根来 理 鮮魚鮨処
かまや店主

10/18(火)
10:30～13:30
受講料3,500円（税別）(材料費込）

スリランカ料理編
[メニュー]
○パリプ(豆とココナツミルクのカレー)
○ポルサンボール(ココナツのふりかけ)
○小松菜のマツルン(小松菜さっとココナツ炒め煮)
○デビルチキン(野菜とチキンのうま辛炒め)

たなかまみアジア料理研究家

2/19(日)
10:30～13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

ドイツ料理編
[メニュー]
○簡単ザワークラフト風煮込み(キャベツとチキンの煮込み)
○クヌーデル(ドイツのじゃがいも料理)
○ドイツ風サラダ(ヨーグルトドレッシング)
○アップルケーキ

嶋岡安紀子 アトリエ　レリッシュ主宰
ベジカフェ＋αシェフ

11/22(火)
10:30～13:00
受講料3,500円（税別）(材料費込）

ロシア料理編
[メニュー]
○オリビエサラダ(ロシアで定番のサラダ)
○ウハー(お魚のスープ)
○マッシュポテト
○ハチミツジンジャーケーキ

嶋岡安紀子 アトリエ　レリッシュ主宰
ベジカフェ＋αシェフ

12/9(金)
10:30～13:00
受講料3,500円（税別）(材料費込）

シンガポール飲茶編
[メニュー]
○香葱肉包(ネギ豚饅)
○豆沙包(あんまん)
○肉脛麺(汁なし混ぜ麺)

海南鶏飯ハンターシンガポール料理研究家

1/22(日)
10:30～13:00
受講料4,000円（税別）(材料費込）

みそ玉を作ってみよう[軽食付き]

手軽に作れて、作りおきもできるみそ玉。
みそは発酵食品なので身体にもおいしいで
す。みそ汁だけで
なく調味料とし
ても大活躍!話題
のみそ玉を作っ
てみましょう!

健康料理研究会

10/27(木)・2/23(木)
11:00～12:30
受講料1,200円／1回（税別）

800円／1回

はじめてみよう！
手作りパン

9/25(日)
「カレーベーコンパン・
オレンジピールのスイートパン」

11/20(日)
「チーズパン・
ラムレーズンパン」

2/11(土・祝)
「チョコチップロール」

堀 久美子
原小巻。/深見みちる

自宅パン教室Fun!Fun!パン☆主宰

10:30～13:30
受講料1,500円／1回（税別） 1,500円／1回

巻いて楽しい♪食べて美味しい♪
デコ巻きずし

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

10:00～12:30
受講料1,500円/1回（税別）

2,000円／1回

播先生の
ちょっとおもてなし料理

TVでおなじみの播先生の、初心者でも楽しめる
料理教室です。中国料理が専門ですが和食、洋
食、中華、お菓子までカバーし
た欲張りなレッスンです。肩
ヒジ張らないおもてなし料理
のウラ技を伝授します。おも
しろトークを聞くだけでも損
はありません!!

播 賢知 料理教室「Le Chinois」主宰

JAS認定講師

ハーブdeスウィーツ

ハーブブレンドのお菓
子を作りませんか？ハ
ーブには体を温める作
用のものがたくさんあ
ります。風邪を引きにく
い身体にして、この冬を
乗り切りましょう!それ
ぞれのお菓子に合うハ
ーブティーもご紹介＆
試飲していただけます。

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)

11/17(木)・2/21(火)10:30～12:30
受講料1,500円／1回（税別）

1,500円／1回

夢かわスウィーツ
松井和代

10:00～11:30
受講料1,500円/1回（税別）
(親子2,500円)

500円/1セット／1回

9/26(月)
12:15 ～ 12:45

9/16(金)
12:15 ～ 12:45

中国・三国時代と
邪馬台国の卑弥呼

三国時代は魏・呉・蜀が鼎立し乱世の風が吹き荒れ
「赤壁の戦い」や「五丈原の戦い」が繰り広げられまし
た。一方邪馬台国の
卑 弥 呼 は239年(景
初3)に魏に使者をお
くり「銅鏡百枚」を下
賜されました。この
時代の中国と日本の
関係を考えます。

児島建次郎 元NHKチーフアナウンサー
白鳳短期大学名誉教授

【幼稚園～】

大阪・兵庫エリア限定講座

10/29(土)13:00～15:40頃
全1回 一般価格6,000円（税込）
［会員価格5,500円（税込）］

11/2(水)・2/1(水)
13:00～16:30
受講料5,600円／1回（税別） 800円

年賀状 11/30(水)
カレンダー 1/18(水)
10:00～12:00
受講料3,000円／1回（税別）

200円テキスト 800円

10/20(木)・1/24(火)
13:00～16:00
受講料2,000円／1回（税別）

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
ルチ&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)

9/22(木・祝)
シミケア(シミケア化粧水orシミ取りジェル)
10/20(木)
脂肪燃焼(ダイエットジェル)
11/24(木)
全てのスキンケア(万能ウォーター orジェル)
12/22(木)
冬を快適に乗り切る(冷え性・むくみケアジェル)
1/26(木)
花粉症対策(免疫調整ジェル)
2/23(木)
インフルエンザ対策(免疫促進ジェル)

メディカルアロマ
手作り講座

9/22(木・祝)12:00 ～ 12:30 1,000円受講料1,000円／1回（税別）
10:30～12:00

【5歳～中学生】

【2ヵ月～1歳半】

【年長～小学6年】

【2ヵ月～1歳頃】 【0歳～】

9/14(水)11:30 ～ 12:00

9/27(火)・10/25(火)・
11/22(火)・1/24(火)・2/28(火)
10:00～12:00
12/12(月)13:00～15:00
受講料2,000円／1回（税別）

9/16(金)・10/21(金)・11/18(金)
12/16(金)・1/20(金)・2/17(金)
11:00～12:30
受講料2,000円／1回（税別）

10/16(日)・12/11(日)・2/5(日)
10:00～11:30
受講料1,500円／1回（税別） 1,500円～

300円～

10/18(火)・11/1(火)・
11/15(火)
13:00～15:00
受講料1,500円/3回、800円/1回（税別）

2,000円(リッチモア)

10/13(木)・10/27(木)・
11/10(木)・11/24(木)
11:00～12:00
受講料3,000円/1回、7,000円/3回、
8,150円/4回（税別） 800円/1回(税込)

11/19(土)・2/26(日)
10:00～15:30
受講料2,500円／1回（税別） 500円(CD付)

【ステップ　7ヵ月～2歳児未満】
【ジャンプ　2歳児～3歳児未満】

月額3,400円(税別)

【ステップ】10:00～11:00
【ジャンプ】11:00～12:00

9/23(金)
コアラ・クローバー
10/29(土)
フランケン・ねこ
11/24(木)
くじら・キャンディー
12/3(土)
サンタクロース・ベル
1/19(木)
バラ・ひよこ
1/29(日)
おに・はな

9/22(木・祝)
フラワーゼリー

10/4(火)
ハロウィンデコカップ

11/15(火)
あんクラフト

12/14(水)
クリスマスデコカップ

1/11(水)
アイシングクッキー和柄

2/12(日)
アイシングクッキーバレンタイン9/30(金)11:00 ～

第3(金)11:00 ～ 14:00
月額2,500円(税別)

2,500円
1,000円

〒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
秋期号

保存版

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
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● 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：2016.9.1

ジャンル豊富に220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

072-761-066010:00～17:00
（毎月第2火曜は休館）

タップダンスやってみよう！リズムタップ
第2・4(水) 19:00～20:30

こども合気武道
第1・3(水) 18:00～18:45

リュミノーシャドーボックス3Dアート
第2・4(月) 10:00～12:30

大人のためのやさしいリコーダー(入門)
第2・4(月) 13:00～14:15


