
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）

フラは手や体全体で、
愛や情景を表現しま
す。基礎からていねい
に指導します。音楽を
楽しみながら心身と
もにリフレッシュしま
しょう。

TVや映画でおなじみの軽やかでかっこいいリ
ズムタップダンスを踊ってみませんか？初めて
でも大丈夫です！まずは靴を鳴らすところから
始めます。また、健康は足腰
から！ふくらはぎのポンプ機
能を強めることでアンチエイ
ジングも期待できますよ！

1200余年の歴史と文化がぎっしり詰まった京の路地
裏。狭い路地を曲がる度に様々な発見が待ち受けて
います。当講座はガイドブックには載っていない独自
のルートを設定。京
の奥深い世界を体感
しながら路地裏”通
（つう）”になれます。

宮澤賢治の朗読を民
族楽器の音色ととも
に。ご一緒に自然に声
をだして楽しんでいき
ます。初心者歓迎。

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。

季節の花や果物、野菜など、自然の恵みをみ
ずみずしい透明水彩絵の具で描いてみませ
んか。初心者の方でも基礎からていねいに教
えます。

椅子に座っての運動な
ので、無理なく気軽に誰
でもできます。音楽に合
わせて身体を動かす楽
しみと健康作りに！

フラは年齢をとわず、いつ
からでも楽しく始められ
ます。曲の物語を理解し
て美しく踊って頂くため
全力でご指導致します。

日本の伝統文化で
ある「将棋」を始め
てみませんか。
礼儀や思考力、集
中力が学べて、高
い教育効果が期待
できます。一緒に
強くなりましょう！

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。

「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。

3/28（火）　お花見・
　　　　　 イースター
4/25（火）　こどもの日・母の日
5/23（火）　父の日・蝶々
6/27（火）　七夕・記念日アート
7/25（火）　海・お月様
8/22（火）　アイスクリーム・敬老の日

クラシック音楽を身近に感
じさせる軽妙なトークと迫
力あるピアノ演奏をお楽し
みください。

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♪

逸翁美術館では、平成29年に開館
60周年を迎えるにあたり、名品展
が開催されます。開催第1期の今
回、所蔵品の中から「古筆・かな」を
中心とした書の展示を学芸員の解
説のもと見学します。見学の後は、
伝統と現代生活が調和した空間
で、往年の茶会を想像しながらの
お茶席をお楽しみいただけます。

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。

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。

日本の古典のくずし字(変体
仮名)を読みとくことによっ
て、古典が読め、くずし字解読
のスキル(技能)を身につける
ことができます。さあいっしょ
に古典をよみこなしましょう。

笑いは心のストレッチ
!!笑いながら身体と脳
を動かす楽しいリズ
ム体操です。おひとり
でも大丈夫！お気軽に
お越し下さい!!

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。

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。

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。

名前には画数、漢字、五行の
意味があります。姓名にかく
された意味を
知り運勢アッ
プにつなげて
いきましょう。

水晶を使う投げないジャグリング
をコンタクトジャグリングと言い
ます。まさに浮いているように見
える秘術を、この講座では優しく
簡単に伝授いたします。座りなが
らの講座ですので初心者でも安
心してご参加いただけます。

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。

お手持ちの帯を切らず
に、折りたたんで糸で留
めるだけで、着付けが
とても簡単になります。

お洒落な家具でお部屋をグレードアップしま
せんか。お部屋にぴったりサイズの本格志向
の家具造り。DIY入門
から一味違う木工ま
で道具の使い方（ノ
コ・カンナほか）など
幅広く指導します。

おはじきや折り紙を使
って、楽しく算数を学び
ます。また、文字の正し
い筆順、音読で国語力
も育てます。

日常の繁雑さを忘れ、心静かに写経します。
字の上手、下手は関係なく、心を込めて書く
ことに意味があります。一番身近で知られて
いる「般若心経」の意
味と日常に役立つ理
解を考え、わかりやす
く解説します。

アメリカ人講師のレクチャーから始まり、ある
事柄について自分の意見を話したり聞いた
り質疑応答で英語力を高めます。日常に密着
した話しなど
幅広い内容で
レッスンをし
ます。

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。

蕪村公園をスタートに桜の名所である大川
（旧淀川）の散歩道を歩きます。パワースポッ
トは淀川堤防。他にも毛馬の新旧閘門、与謝
蕪村生誕地碑、新
淀川開削工事を
指揮した沖野忠
雄像等を見学し
ます。

毎年5月恒例の池田薪能。今年の演目は「高
砂」「菊慈童」。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。

このハンドトリートメントは場所を選ばず、ア
ロマを使わず、タオルとオイルのみで行える
のが魅力の講座です。赤ちゃんから高齢者の
方はもちろん、妊産婦さんに
まで幅広く行えます。

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!

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!

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。

ファッションで、人生をちょっぴり楽しく
してみませんか？パーソナルカラー、ス
タイリング活用法を
楽しく学べます。パ
ーソナルカラー診
断付き。

心と身体に嬉しい効
果をあたえてくれる
色。色の効果も取り入
れて、代謝アップの秘
訣アンチエイジング
効果のレッスンなど、
内面から輝くあなた
を手に入れましょう。

今、話題のグルーデコ®テレビでも紹介され、人気
カルチャー講座で堂々の1位となりました!Wグル
ー (カラーが入った特殊ボンド)
の上にスワロフスキーのチャトン
(ストーン)をのせクオリティーの
高いオリジナルアクセサリーなど
が作れるハンドワークです。

4時間で約35種類のスカーフ
の折り方、結び方を体系的に学
べる認定講座。日常的にスカー
フを楽しむための「コツ」など、
すぐに日常生活で活かせるコ
ンテンツが満載です。
ベーシック講座を修了すると、
「スカーフコーディネーター」としてレッスンを開催
できます。

3/11(土)・3/25(土)10:00 ～

第2・4(土)
10:00 ～ 11:30
月額4,000円(税別)

ハワイアンフラ ロケラニ
緒方めぐみ フラ　ハラウ　オ　カレイレフア

公認インストラクター

3/15(水)10:00 ～

第1(金)
13:00 ～ 15:00
3ヵ月全3回一括11,000円(税別)

第3(水)10:00 ～ 12:00
3ヵ月全3回一括11,000(税別)

iPhone&iPad入門編 タブレット(Android)講座
(4月クラス/7月クラス)

島 みち スマートデバイストレーナー

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。

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。

2,000円
3/17(金)13:30 ～

第3(金)13:30 ～ 15:00
月額2,500円(税別)

アドラー心理学に学ぶ
大切な人を勇気付ける会話術

楽しい育児のスタート！
ベビーマッサージ

藤田亜希子 心理カウンセラー
心彩心理ファシリテーター

励ましたつもりが逆に怒らせてしま
った。何故、このようなことが起こる
のでしょう。アドラー心
理学からこれらの原因
を学び、大切な人を勇気
づける方法や、人間関係
のイライラを解消する
方法を学びましょう。

1,000円 受講料2,000円(税別)

藤田亜希子 ベビーマッサージ講師

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。

1,000円

第4(火)
9:45 ～ 15:00
6ヵ月全5回一括15,000(税別)

3/22(水)19:00 ～

第2・4(水)
19:00 ～ 20:15
月額4,600円(税別)

リズムタップダンス
Junya プロタップダンサー

［beis］crew代表

1,000円

京の路地裏「見･聞･食」
(第4火曜コース)
道菅隆幸 大路小路ウオーカー

けん ぶん しょく

3/30(木)13:00 ～

第3(木)
13:00 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

朗読教室
～宮澤賢治作品とともに～
志摩欣哉 朗読企画「でくの工房」主宰

1,000円3/24(金)19:00 ～

月4回(金)19:00 ～ 20:30
月額6,000円(税別)

グローバル・イングリッシュ入門
キャラバーロ・ロベルト 英語教師

1,000円 4/3(月) ステップ10:00 ～
ジャンプ11:00 ～

第2・4(月)
【ステップ】10:00 ～ 11:00
【ジャンプ】11:00 ～ 12:00
月額3,400円(税別)

ママと一緒に
ハッピーリトミック
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

1,000円

3/28(火)10:00 ～

第4(火)10:00 ～ 13:00
月額3,000円(税別)

DIY木工入門
小林泰明 木工教室　むく　代表

2,000円
1,500円

第1･3(金)
14:30 ～ 17:30
月額4,000円(税別)

水彩画
小田 賢 日本画家

3/17(金)12:00 ～

第1・3(金)
12:00 ～ 13:00
月額2,000円(税別)

介護いらずのかんたんレッスン
座ってらくらく元気ダンス
NAO 日本介護予防ダンス協会アドバイザー

500円 3/29(水)13:30 ～ 14:00

第2(水)13:30 ～ 15:00
月額1,500円(税別)

写経と般若心経を考える
吉田叡隆 高野山真言宗

箕面聖天西江寺　名誉住職

3/31(金)11:00 ～

第2・4(金)
11:00 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

フラレフア
摩耶カオリ Hula Halau O Ka Likolehua主宰

1,000円 3/18(土)13:30 ～

第1・3(土)13:30 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

こども将棋教室
石藏朗大 将棋講師

500円

第1･3･4(火)18:10 ～ 19:10
月額3,000円(税別)

第1･3･4(火)17:00 ～ 18:00 月額3,000円(税別)

小学高学年のための
中学準備英語クラス（火曜）

自由自在
算数と国語表現力クラス（火曜）

渡辺ユイカ ライトフロウズ和英創学塾代表

花見と大川の名所・旧跡巡り
室田卓雄 池田郷土史学会会長

能への誘い～薪能によせて
井戸良祐 観世流能楽師

たか

さご きく   じ   どう

おひるねアート
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

楽しいトークと演奏の気軽なコンサート
ピアノライブ&トーク
川尻 淳 ピアニスト

『逸翁美術館60周年記念
名品展 書 美に遊ぶ（ー）』を巡る
公益財団法人阪急文化財団　学芸員

第2・4(土)
10:00 ～ 11:30
12:30 ～ 14:00
月額3,400円(税別)

学研科学実験教室
（午前クラス）(午後クラス)
学研科学実験教室  専任講師

1,000円 1,200円

3/22(水)12:15 ～ 12:45

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
ふだんのメイクが変わる！

武内貴子 着物カラースタイルコンサルタント

第2(水)13:00 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

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

3/26(日)11:00 ～ 11:30
6/18(日)13:30 ～ 14:00

第1(水)10:00 ～ 12:30
第3(日)10:00 ～ 12:30
3ヵ月全3回一括18,000円(税別)

ハンドトリートメント検定講座
（日曜コース）（水曜コース）　4月クラス/7月クラス
大塚裕代

ハンドトリートメント検定トレーナー
ナースセラピスト
LARME～ラルム～オーナー

全3回分15,000円(税込）
オイル代2,000円4/4(火)13:00 ～

第1(火)13:00 ～ 14:15
3ヵ月全3回一括6,000円(税別)

自然の香りで手作り！
アロマセラピー講座入門
千石優子 Calan主宰

1,500円
1,000円 3/28(火)19:00 ～

第1・3・4(火)19:00 ～ 20:30
月額5,250円(税別)

中国語入門

四柱推命学入門 はじめての手相入門教室 姓名判断教室

胡 書豪 中国語講師

500円 3/15(水)10:30 ～

第3(水)
10:30 ～ 12:00
6ヵ月全6回一括9,000円(税別)

名筆のくずし字を読みこなそう
小田 剛 前龍谷大学研究員

1,500円3/27(月)13:00 ～

第2・4(月)13:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

ミニブリッジ(プレイ編)月曜クラス
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

500円

3/22(水)14:00 ～

第2・4(水)
14:00 ～ 15:15
月額2,500円(税別)

脳トレリズム体操
梶原誠子 厚生労働省認定

健康運動実践指導者

500円

第4(火)
14:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

女性のためのインド式健康法
アーユルヴェーダ
南 想子 管理栄養士

アーユルヴェーダセラピスト

第2・4(月)
14:45 ～ 16:15
月額4,000円(税別)

藤原萠乃 鑑定士

第1・3(金)
13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

3/22(水)12:30 ～

第2・4(水)12:30 ～ 13:30
月額4,000円(税別)

水晶を使った
不思議なジャグリング
KASSAN

ジャグリングショップ店主
大道芸人

500円

グルーデコでアクセサリーを作ろう
＊hikaru＊ JGA日本グルーデコ®協会

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座
小原裕子 日本スカーフコーディネーター協会認定講師

弁護士と行く裁判傍聴
石橋徹也 至心法律事務所弁護士

切らずに造ってラクラク着つけ
「さくら造り帯」
髙野智子 さくら造り帯　講師

3/17(金)・4/21(金)・5/19(金)・
6/16(金)・7/21(金)
11:00～12:30

300円～（税込）

イタリア料理編
[メニュー]
○しらすと春野菜のオレキエッテ
　（オイル系ショートパスタ）
○鶏モモ肉のソテー　カチャトーラ
　（煮込み料理）

福田直人 PORTA BLU
シェフ

4/12(水)
10:30～13:30
受講料3,500円（税別）(材料費込）

ペルー料理編
[メニュー]
○パパラワンカイナ（冷製ジャガイモのチーズクリームソース）
○コリアンダーとほうれん草の鶏たきこみごはん
○キヌアサラダ
○マサモラサラダ（紫イモのゼリー）

山本ロサ サボレス　クリオヨス代表

8/24(木)
10:30～13:00
受講料3,500円（税別）(材料費込）

日本料理編
[メニュー]
○穴子のちらし寿し
○穴子の創作茶碗蒸し

根来 理

5/16(火)
10:30～13:30
受講料3,500円（税別）(材料費込）

ベネズエラ料理編
[メニュー]
○フリフオル　ネグロ（豆料理）
○カルネ　メチャーダ（牛もも肉の煮込み）
○プラタノ　フリート（バナナのフライ）
○白ごはん

寺島イネス スペイン語講師

6/27(火)
11:00～14:00
受講料3,800円（税別）(材料費込）

インド薬膳料理編
[メニュー]
○チキンマサラカレー（骨つきチキンカレー）
○キャベツと大豆のポリヤル（ココナッツ風味のソテー）
○パーヤナム（米粉を使ったスィーツ）
○アチャール（インドの漬物）

南 想子 管理栄養士
アーユルヴェーダセラピスト

7/1(土)
10:30～13:00
受講料3,500円（税別）(材料費込）

カカオ豆からつくる手づくりチョコレート

生のカカオ豆からチョコ
レートを作ります。カカオ
本来の香りを感じられる
チョコレートをてづくりし
ませんか。作業はとても
シンプルなので、お子様
からご参加可能です。

吉松絵都子

3/27(月)・4/3(月)・5/8(月)・
6/12(月)・7/24(月)・8/21(月)
13:00～15:00
受講料800円／1回（税別）(親子1,200円）

1,200円／1回

圧力鍋を使ってみよう！

圧力鍋を使って、サム
ゲタン、中華おこわ、
サラダ、黒糖プリンを
作ります。

嶋岡安紀子

3/10(金)・6/2(金)
10:30～13:00
受講料2,000円／1回（税別）

1,500円／1回

はじめてみよう！
手作りパン

5/14(日)
動物パン(親子)

6/3(土)
スイートブール、総菜パン

7/2(日)
夏野菜のフォカッチャ、
シュガーバタートップ

9/9(土)
照り焼きチキンパン、
くるみパン

堀 久美子

髙田郷子

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

甘さひかえめ
手作り和菓子

和菓子教室　ふく
アトリエ　レリッシュ主宰

10:00～13:00
受講料1,500円/1回（税別）

1,500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

JSA認定講師 チョコレート屋
Marc de Iguchido店主

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）

500円/1セット／1回

3/16(木)
桜餅・小麦粉饅頭

4/19(水)
柏餅・練切(バラ)

5/17(水)
みたらし団子・
雪平(青楓)

6/14(水)
水無月・あじさい(寒天)

7/12(水)
三笠・水羊羹

3/19(日)
ハッピーイースター
アイシング

4/16(日)
スプリングデコカップケーキ

5/21(日)
ガーデンアイシング

6/18(日)
ゼリーにお花を咲かせるフラワーゼリー体験

4/17(月)11:00 ～

第3(月)11:00 ～ 14:00
月額2,500円(税別)

2,500円
1,000円

嶋岡キッチンアイデア料理

10:30～13:00
受講料2,500円/1回（税別） 1,500円／1回

4/14(金)
行楽おべんとうメニュー

5/10(水)
春野菜イタリアン

7/14(金)
夏のパスタ

8/4(金)
夏のスタミナ回復メニュー

9/8(金)
野菜たっぷり薬膳カレー

ビーズモチーフ

全6回

第3(日)
10:00 ～ 12:00

(各)全6回21,000円(税別)

キラキラ輝くビーズ
ひと粒ひと粒に丁寧
に針で糸を通すと、
お気に入りのディズ
ニーキャラクターが
現れます！

(各)全6回5,000～8,316円(税込)

［4/16(日)開講予定］

魔法のタワシ

第2(日)
10:30 ～ 12:30

食事の後片付けが楽
しくなる、洗剤なしで
汚れが落とせるディ
ズニーキャラクター
のタワシを作ります。

［4/9(日)開講予定］

キラキラデコ

第3(日)
13:00 ～ 15:00

混ぜるだけで固まる
樹脂粘土（デコレパ
テ）に、キラキラビジ
ューを乗せて作るデ
ィズニーキャラクタ
ー講座です！

［4/16(日)開講予定］

©Disney　© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ビ
ー
ズ
モ
チ
ー
フ

魔
法
の
タ
ワ
シ

キ
ラ
キ
ラ
デ
コ

ディズニーハンドメイド
インストラクター中森弘馨・Kimiko

4/3(月)15:30 ～

月3回(月)
15:30 ～ 16:25
月額4,500円(税別)

幼児さんすう教室
小学入学準備コース
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

1,000円

【年長のみ】

【2ヵ月～1歳頃】

【ステップ　7ヵ月～2歳児未満】
【年長～小学6年】

【2ヵ月～1歳半】

【ジャンプ　2歳児～3歳児未満】

【小学4～6年】

【小学4～6年】

【小学生】

3/28(火)17:30 ～ 18:00

3/28(火)11:30 ～ 12:00

4/5(水)13:30～15:30
受講料 会員1,900円(保険料込) 一般2,100円

5/14(日)13:00～16:00
受講料 会員2,300円(保険料・入館料・お茶席代込)

一般2,500円

5/15(月)
13:00～15:00
受講料1,500円(税別) 10:00～12:00 受講料2,000円(税別)受講料2,000円(税別)(8/12のみ親子料金2,500円（税別））

3/28(火)14:00 ～ 14:30

3/8(水)13:00 ～ 13:30

あなたの似合う色を探しましょ♪
カラー&スタイリング講座

第3(月)13:00 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

岩崎泰子 カラーアナリスト&イメージコンサルタント

3/13(月)13:00 ～ 13:30

色の効果を取り入れた
心も身体も美しくなる美容講座

第4(月)
10:30 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

池田輝色 メンタルカラーセラピスト
ビューティーセラピスト

3/27(月)11:30 ～ 12:00

3/19(日)・4/16(日)・5/21(日)・
6/18(日)・7/23(日)・8/20(日)
10:00～11:30
受講料1,500円(税別) 1,500円～（税別）

3/23(木)・9/7(木)10:00～15:00
受講料13,500円(税別) 認定料5,000円（税別）
テキスト代1,500円（税別）

4/14(金)・7/5(水)
13:00～16:00
受講料2,000円(税別)

受講料5,000円(税別)

4/26(水)・6/14(水)・
6/28(水)・7/26(水)
13:00～16:30
受講料5,600円(税別) 800円

500円

鮮魚鮨処
かまや店主

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。

タイの伝統自然療法～ハーブボー
ルマッサージ～をご自宅で実践で
きます！8種類の薬草をボールの
中にギュッと詰め、
温熱療法でさまざ
まな患部を温め凝
りや痛みをほぐし
ます。

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

3/23(木)

4/27(木)

5/25(木)

6/22(木)

7/27(木)

8/24(木)

3/23(木)・6/22(木)
14:30 ～ 15:00

第4(木)14:30 ～ 16:00
3ヵ月全3回一括8,400円(税別)

ハーブボール
4月クラス／ 7月クラス

メディカルアロマ(QOLプランナー )
健康管理士資格講座 メディカルアロマ手作り講座

家永純世 タイ保健省認定ハーブボールセラピスト 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家永純世

3/23(木)
12:00 ～ 12:30

第4(木)12:30 ～ 14:00
6ヵ月全6回一括24,000円(税別)

10:30 ～ 12:00
1,000円

3/27(月)
12:15 ～ 12:45

3/17(金)
12:15 ～ 12:45

3/24(金)13:00～15:00
5/22(月)10:00～12:00

受講料1,000円(税別)

コ　  ショ ゴウ

カッサン

無料合同説明会

4/8(土) 12:30～14:00 ベートーヴェン「テンペスト」
6/10(土) 12:30～14:00 アルベニス「スペイン組曲」より
8/12(土) 10:30～12:00 夏休みコンサート

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

2017
春期号

保存版

カルトナージュ（初級）（上級）

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

072-761-0660 〒563-0031 池田市天神1-9-3 池田市立 カルチャープラザ 内

《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
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［駐車場　 ］
  建物北側にあります
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(池田市立 カルチャープラザ内)
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会
と
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講
の
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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：2017.3.1

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

10:00～17:00
（毎月第2火曜は休館）

こどもが楽しむお花の教室
第3(土)10:30～12:30

第4(金)10:00～12:00
ウクレレ初級教室
第1・3(土)10:30～12:00

スポーツ吹矢健康法（水曜クラス）（土曜クラス）
第1・3(水)13:00～15:00
第2・4(土)13:00～15:00


