
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

9/23(土祝)12:30 ～

月4回(土)12:30 ～ 14:00
月額4,000円(税別)

はじめての社交ダンス
吉増文子 社交ダンス研究家

500円

9/21(木)10:00 ～

第1・3(木)
10:00 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

木曜日のしあわせ川柳
赤松ますみ 川柳作家

川柳文学コロキュウム代表

1,000円
コピー代 9/21(木)13:30 ～ 14:30

第3(木)
13:30 ～ 15:０0
月額2,000円(税別)

渡辺ユイカ 朗読家
「音の和　彩波会」主宰

500円

10/7(土)13:00 ～

第1(土)13:00 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

見る側から観せる側へ
初めてのクロースアップマジック教室
ＫＡＺＵＮＡ マジシャン

1,000円
500円 9/23(土祝)10:00 ～

第2・4(土)
10:00 ～ 11:30
3ヵ月全6回一括13,500円(税別)

小学生プログラミング入門
㈱オーエークリエイトパソコン講師

1,500円 10/13(金）10:30 ～

第2(金)10:30 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

小笠原流礼法
暮らしに役立つマナー講座

2,000円
100円10/14(土）13:30 ～

第2(土)13:30 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

親子で楽しく
子どもマナー教室
十河菱眞 小笠原流礼法　関西支部講師

十河菱眞 小笠原流礼法　関西支部講師

1,000円
300円9/28(木)（1回30分）15:00 ～

第2・4(木)15:00 ～ 20:00（１回30分）
月額4,000円(税別)

キッズのための
らくらくピアノ®(個人)
河合泰代 大阪音楽大学卒業

500円

9/22(金)14:00 ～ 14:30

第4(金)14:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

南 想子 管理栄養士
アーユルヴェーダセラピスト

9/24(日)13:00 ～

第2・4(日)
13:00 ～ 14:15
月額2,400円(税別)

やさしいパワーヨガ入門
田村香織 ジャパンヨガインストラクター

800円9/20(水)13:00 ～

第1・3(水)
13:00 ～ 14:00
月額4,000円(税別)

脚腰すっきり骨盤体操
ゆきこ ヨガ・姿勢トレーナー

1,000円

9/14(木)10:00 ～ 10:30

第2(木)
10：30～ 12:00
月額1,900円(税別)

表裏気学入門
小森功子 易学占術師

10/4(水)10:30 ～

第1(水)
10:30 ～ 12:00
月額1,500円(税別)

尾形光琳の名筆でよむ百人一首カルタ
小田 剛 前龍谷大学研究員 小田 剛 前龍谷大学研究員

1,500円
コピー代

第2・4(金)
11:00 ～ 12:30
月額3,200円(税別)

『源氏物語』の世界
岩井宏子 文学博士

思文閣出版顧問

1,500円 9/19(火)11:00 ～ 11:30

第3(火)
9:45 ～ 15:00
3ヵ月全3回一括9,000円(税別)

きょう一日、京都で遊学三昧！
道菅隆幸 大路小路ウォーカー

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

1,500円

9/22(金)13:30 ～

第2･4(金)13:30 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

色えんぴつ画
石橋実環 アトリエシップス主宰

高島屋大阪本店友の会講師

1,000円
100円 9/14（木）10:30 ～

第2(木)10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

クラフトビーズアクセサリー
中森弘馨 楽習フォーラム本部専任講師

1,000円
1,500円9/29(金)10:00 ～

第2(金)
10:00 ～ 12:00
月額1,200円(税別)

和紙ちぎり絵
木津冨士子 しゅんこう認定講師

500円
500円

キャンドルアート
～キャンドルのある暮らし～

10/7(土)14:30 ～ 15:30

第3(土)14:30 ～ 16:00
6ヵ月全6回一括12,000円(税別)

キャンドルアート～ 1/fのゆらぎ～
中 宏 キャンドルアーティスト 中 宏 キャンドルアーティスト

1,000円
1,000円

10/3(火)13:00 ～

第1(火)
13:00 ～ 14:15
3ヵ月全3回一括6,000円(税別)

千石優子 Calan主宰

1,500円
1,000円 コピー代

吉田梨桜 （一社）梨桜フラワー
カラーセラピー協会認定講師

発酵リンパヨガ・胃腸ケア
米谷廣美 発酵リンパヨガインストラクター

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

第2･4(月)
13:00 ～ 14:15
月額4,400円(税別)

水越美鈴 大阪音楽大学卒　音楽学士
宝塚演奏家連盟会員　リコーダー奏者

2,200円

阪本泰子 シニアのための
駅前コンシェルジュ蛍池代表

川尻 淳 ピアニスト 髙野智子 さくら造り帯　講師

ギリシャ料理編
[メニュー]
○メリジャノサラータ（焼きナスのペースト）
○ティロピタ（チーズパイ）
○スジュカキア（ミートボールのトマトソース煮）

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

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

シンガポール正月料理編
[メニュー]
○魚生（ユーシェン）
　（正月料理、白身魚やサーモンをサラダ仕立てにした一皿）
○中華ちまき（具だくさん、八角入り）

海南鶏飯ハンター
シンガポール料理研究家

2/9(金)10:30～13:00
受講料4,000円（税別）(材料費込）

中国点心編
[メニュー]
○春巻
○しゅうまい
○いためビーフン
○タピオカ入ココナッツミルク

播 賢知

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

マカオ料理編
[メニュー]
○パスティシユ バカリャウ（たらのコロッケ）
○ポルトガルチキン（チキンとお芋のスープカレーのような味わい）
○サラーダ デ ポルヴォ（オリーブの実とたこのサラダ）
○セラドゥラー（マカオっ子も大好き生クリームとビスケットで作る簡単ケーキ）

たなかまみ アジア料理研究家

1/30(火)10:30～13:30
受講料3,800円（税別）(材料費込）

料理教室「Le Chinois」主宰

はじめてみよう！
手作りパン

10/29(日)
ベーコンエピとプチブール

1/13(土)
グラタンパンと胚芽チーズパン

2/3(土)
イングリッシュマフィンと
ミニクリームブリオッシュ

3/10(土)
ハムパンとウインナーパンと
あんパン（親子）

堀 久美子 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

(火)12:00～15:00、(水)・(木)10:00～13:00
受講料1,500円／1回（税別） 1,500円／1回

10:00～11:30
受講料1,500円／1回（税別）

10:00～13:00
受講料1,500円／1回（税別）

2,000円／1回

9/28(木)
トマトのパウンドケーキ
10/24（火）
パンプキンパイ
11/21（火）
にんじんのレアチーズケーキ
12/14（木）
ほうれん草のスポンジで
クリスマスケーキ
1/23（火）
にんじんシフォンケーキ
2/27（火）
ごぼうのチョコケーキ

9/19(火)・20（水）・21（木）
おはぎ（粒餡作り）／薯蕷饅頭　うさぎ
10/17(火）・18（水）・19（木）
栗饅頭／田舎饅頭
11/28(火)・29（水）・30（木）
外郎　銀杏／浮島（栗・鹿の子）
12/19(火)・20（水）・21（木）
練り切り　サンタ／きんとん（羊羹製）　ツリー
1/16(火)・17（水）・18（木）
いちご大福／利休饅頭
2/20（火）・21（水）・22（木）
うぐいす餅／こなし　お雛様
3/6（火）・7（水）・8（木）
練りきり　桜／関東風桜餅

簡単・ヘルシーお野菜スイーツ作り
好井一恵 スイーツ教室「スマイルマミー」主宰

男の手料理

基本の入門講座
よりワンランク
上を目指して、
いろいろな料理
にチャレンジし
てみませんか？
楽しい仲間と一
緒に！

健康料理研究会

甘さひかえめ手作り和菓子
髙田郷子 和菓子教室　ふく

はじめての手相入門教室 四柱推命学入門 九星気学～吉方位を知ろう

第1・3(金)
13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

藤原萠乃 鑑定士

第2・4(月)
14:45 ～ 16:15
月額4,000円(税別)

受講料3,000円(税別) 500円
9/15(金)
12:15 ～ 12:45

9/25(月)
12:15 ～ 12:45

12/15(金)・1/19(金)
15:00～16:30

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。

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。

西の方角は金
運アップ！一度
は耳にした経
験がありませ
んか？方位の
意味を知り、開
運につなげて
いきましょう。

メディカルアロマ手作り講座

第4(木)10:30 ～ 12:00
3ヵ月全3回一括8,400円(税別)

家永純世 タイ保健省認定
ハーブボールセラピスト 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

9/28(木)11:30 ～ 12:00
12/21(木)12：00～ 12：30

9/28(木)
13:30 ～ 14:00

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。

スカーフ＆ストール
ミニアレンジ講座

スカーフコーディネーター
ベーシック認定講座

ストールコーディネーター
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 小原裕子 日本スカーフ＆ストールコーディネーター

受講料12,500円(税別)

10/24(火)・1/25(木)
10:00～12:30

受講料2,000円(税別)

11/18(土)・2/17(土)
14:00～15:30

受講料8,500円(税別)

10/12（木）・12/3（日）・2/1（木）
10:30～16:30

受講料1,500円(税別)

10/29(日)・12/17(日)・2/18(日)
10:00～11:30

ストールってカジュアルに
首に巻くだけ・・・って思って
ませんか？素材や幅で雰囲
気が自由自在に！22種類の
アレンジを学んでストール
の魅力をもっと楽しんでみ
ませんか？（コーディネー
ターとしての活動もOKで
すよ。）

受講料4,000円(税別)

10/24(火)・12/14(木）・
1/25(木)・3/9（金）
13:30～15:30

1枚は持っているスカ
ーフとストール！寒く
なるこの季節、新しい
アレンジで楽しんでみ
ませんか？

受講料13,500円(税別)
認定料5,000円 テキスト代1,500円 認定料4,500円 テキスト・修了証代3,500円

10/3（火)・2/22(木)
10:00～15:00

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。
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。

【小学生以上】

【小学3年～】

【小学3年～小学6年】
【5歳～】 【3歳～小学校低学年】

女性のためのインド式健康法
アーユルヴェーダ（金曜クラス）

合同体験会
9/25（月）10:00 ～

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

【ステップ　7ヵ月～2歳児未満】
【ジャンプ　2歳児～3歳児未満】 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

【2ヵ月～2歳】

10:30～12:30 受講料2,000円(税別)

合同体験会 9/20（水）10:00 ～

第3(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
(10月クラス/1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
9/29(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
心のストレスケア

豊かな言葉の響きに親しむ
朗読入門

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

講座は感情編、心の癒着編、人間関係
編、自己価値観編の全１２回。人間にと
って不可解な感情につ
いて学びながら、人間関
係が楽になる方法を探り
ます。ゲーム感覚で楽し
みながら学べますので
気軽にご参加ください。

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。

9/15（金）・10/20（金）・11/17（金）・
12/15（金）・1/19（金）・2/16（金）
11:00～12:30

300円～（税込）

【2ヵ月～1歳頃】

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

【年長～小学6年】

10/3(火)13:30 ～

第1・3(火)13:30 ～ 15:30
月額3,000円(税別)

ミニブリッジ(プレイ編)火曜クラス
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

14:30～15:30 受講料1,800円(税別) 1,500円

9/13(水)・12/17(日)
13:00 ～ 13:30

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）　10月クラス/1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

ハーブボール
10月クラス／ 1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

カラーを使ってストレス解消・パワー補給！
カラーソムリエベーシック講座

大人のためのやさしい
リコーダー（入門）

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

切らずに造ってラクラク着つけ
「さくら造り帯」「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

自然の香りで手作り！
アロマセラピー講座入門

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。
第4(木)14:00 ～ 15:30
6ヵ月全6回一括24,000円(税別)

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

 9 /28(木)

10/19(木）

11/23(木祝)

12/21(木)

 1 /25(木)

 2 /22(木)

12:30 ～ 13:30
1,000円

1,500円～ 受講料1,500円(税別)

9/27（水）・10/25（水）・11/22（水）・
1/24（水）・2/28（水）
10:30～11:45

受講料1,000円(税別)

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
デイヴィッド・ロウ 英語教師

1,000円

受講料2,500円(税別) 500円（ＣＤ付き） 800円

11/19(日)13:30～16:00
 1 /28(日)10:00～12:30

弁護士と行く裁判傍聴
石橋徹也 至心法律事務所弁護士

10/12（木）・2/6(火)
13:00～16:00
受講料2,000円(税別)

10/25(水)・12/6(水)・2/7(水)
13:00～16:30
受講料5,600円(税別)

9/15(金)10:00 ～

第3(金)10：00～ 13:00
月額2,000円(税別)

2,000円
1,200円

11/23(木祝)
クリスマス
デコカップケーキ
12/10(日)
クリスマス
アイシングクッキー
1/28(日)
和柄のデコカップケーキ
2/11(日祝)
バレンタイン
アイシングクッキー
3/21（水祝）
スプリング
デコカップケーキ

夢かわスウィーツ
松井和代 JSA認定講師

500円／1セット

初めてでも好きなアーティ
ストの曲がお手軽なキーボ
ードで弾け、今までにない
楽しさに出会えます。ため
してみませんか。『恋』『千本
桜』他にアニメソング、人気
のあの曲など。

身近な画材で季
節の野菜や果物
を描きながら、基
礎をゆっくり学ん
で頂き、その後は
自由に、描きたい
ものが描けるよう
指導します。

ビーズや天然石をステッチ、ワイヤーワーク、
マクラメ編み等色々な技法を使ってアクセサ
リーを作ります。

手すき和紙を手でちぎり、和紙独特の色彩や手ざ
わりを楽しみながら糊で花や風景等を貼りながら
描いていきます。作品
写真や下絵もあります
ので初めての方でも
簡単にちぎり絵を楽し
んでいただけます。

キャンドルアートのことを良く知らない方、
つくりたい、香りを楽しみたい方など、興味
のある方に、基本知識か
ら基本作成、オリジナル
作品づくりまで学び最終
自作品づくりまでを一緒
に工夫しながら完成まで
お手伝いします。

10/29（日）　ハロウィンキャン
　　　　　　　ドルをつくろう！
11/19（日）　クリスマスキャン
　　　　　　　ドルはこれできまり！
12/17（日）　お正月にもキャンドルを！
 1 /21（日）　プレゼントで喜ばれる
　　　　　　バレンタインキャンドルはこれ！
 2 /18（日）　お雛祭り
　　　　　　かわいいキャンドルをともしてすごす
 3 /18（日）　春の予感はボタニカルキャンドルで！

マジックには、見た人を笑顔に
し、幸せな気持ちにさせる力
があります。マジックを演じる
と、コミュニケーション能力や
表現する力を養うことができ
ます。あなたも今日からマジシ
ャンになりませんか。
※対象は小学生から大人まで

Scratchは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が学べるため気軽
にチャレンジできます。キャラクターを動かし
たり、問題を作ったり、
歌を作ってみましょ
う。タイピングができ
なくても大丈夫です。

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。

呼吸法と簡単な動
きを、講師2人が毎
月、違うテーマで
サポート。有用微
生物菌と共に生き
る健康法をお伝え
します。

話題のWグルーデコ®

（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、簡単にハイ
クオリティーなオリジナ
ルアクセサリーなどが
作れます。

英会話に自信のない
方のためのクラスで
す。ネイティブの講師
は長年第2外国語とし
ての英語をあらゆる
年代、レベルの方へ指
導してきました。
一緒に学びませんか？

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。

カラーセラピーとは、色彩の持つ心理的効果を利用
して、心と身体のバランスを整えていくヒーリングシ
ステムで、様々な業界で注目されています。看護・介
護・美容・ファッショ
ン・フラワーなど様々
な職場で、またご自身
やご家族を見つめな
おすきっかけとして、
ご家庭でも役立てる
ことができます。

簡単に音が出せるリコーダー
ですが、その歴史は古くバロ
ック時代には花形の独奏、合
奏楽器として活躍した楽器
です。音の出し方、タンギン
グなど基本的なことを丁寧に
基礎からレッスンします。

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。

軽妙なトークと演奏が魅力
のレクチャーコンサートで
す。曲が持つ歴史や個性を
解説しピアノ演奏をしま
す。演奏者と聴き手が知識
を共有することで、クラシ
ック音楽をより身近に感じ
ていただけるでしょう。

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。

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。

毎日の心の風景を十七
音で詠ってみません
か。初心者、経験者を問
わず、楽しく学べるよう
に指導いたします。

四季の彩りを表す名
文に朗読で親しみま
しょう。声にだして読
むことで広がる言葉
の世界を和やかに。
初心者歓迎。

生年月日から健康・仕事・結婚（相性・金運）
運勢・運気を知ることができます。十干・十二
支・九星を組み合わせる事からその人が生ま
れた年に何の星が中
宮の星かによって、そ
の人の一生が運命づ
けられます。

光琳が描いた、オールカ
ラーの百人一首カルタを
よみます。百人一首の全
体像や個々の歌の説明を
します。さらに変体仮名
（くずし字）解読のスキル
（技能）も体得できます。

百年を生きる事は難しいが、千年前を楽しむ
事は難しくありません。千年前の感情豊かな
世界に誘ってくれる
源氏物語。その世界
にひたり、心の財産
を増やしましょう。今
年の4月第1巻から読
み始めています。

丸一日、テーマを絞り込んだ限定エリアを散策
します。遊び感覚ある密度の濃い内容で、無理
なく京都通の基礎知識が
身につく、新しいタイプ
の現地講座です。今期は
人気の祇園界隈（10月）、
御所界隈（11月）、錦市場
（12月）を予定。

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。今回は
和歌を読みます。

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!

はじめて社交ダンスをされ
る方が対象です。私も音楽
に合わせて踊ってみたい！
そう思った事はありません
か？わかりやすく丁寧にあ
きらめないをモットーに「社
交ダンスの楽しさと健康を
暮らしの中に」を目指しま
す。お待ちしております。

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。

「人を大切に思う
心」を根底に、室町
時代から大切に培
われてきた礼儀作
法です。心のこも
った自然な美しい
振る舞いを学びま
せんか。

あいさつ、お辞
儀、言葉使い、靴
の揃え方、お箸の
持ち方など、大切
な日常生活マナ
ーを親子で学び
ましょう。

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。

やさしいパワーヨガ
入門では頭の先から
足指まで丁重にスト
レッチをしてヨガの
ポーズを行います。
心も体もリフレッシュ
できます。

深い呼吸とともにじ
っくりと動かす体操
です。脚腰周りが気に
なる方、是非どうぞ。
気分も体もすっきり
しますよ。

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。

 9 /26（火）　運動会・
　　　　　   ANGEL
10/24（火）　ハロウィン・
　　　　　　ロケット
11/28（火）　年賀状・
　　　　　　クリスマスツリー
12/11（月）　トナカイさんとクリスマス・記念日
 1 /23（火）　バレンタインデー・お花の妖精
 2 /27（火）　ひな祭り・蝶々

ご予約
承ります

お申込み
お問い合わせ

2017
秋期号

保存版

JEUGIAカルチャー

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《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。
JEUGIAカルチャーセンターは全国59会場有り

［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

講師募集入会と受講のご案内

…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。

ホームページからもお申し込み承ります。

体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中
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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  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)

入
会
と
受
講
の
ご
案
内

ジャンル豊富に200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）

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●体験｜見学｜入会｜お申し込み受付中

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：2017.9.1

ヴァイオリン・ヴィオラをひこう！(月曜)(土曜)
第1・3（月）10:00～14:00（1回30分）
月3回（土）10:00～13:30（1回30分）

クラシックバレエ教室
第1・3・4(火)16:45～18:30

第1・3・4(火)15:30～16:30(幼児クラス)

ピラティス（水曜）(木曜)
月3回(水)10:30～11:30
月3回(木)19:00～20:00

陶芸教室(木曜コース)(土曜コース)(日曜コース)
第2・4(木)10:00～13:00
第1・3(土)10:00～13:00
第1・3(日)10:00～13:00


