
ポーセラーツ （月曜クラス） 第3（月）10:00～12:00 2,800円

ポーセラーツ （日曜クラス） 第2（日）10:00～12:00 2,800円
奥山由貴子 日本ヴォーグ社

ポーセラーツインストラクター

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 4,000円

和布のある暮らし 第3･4（火）13:00～15:00 3,000円
～和布のある暮らし～
手縫いミニ着物 第3･4（火）13:00～15:00 3,000円

森川恭子

初級とんぼ玉教室（午前） 第1(月)10:00～12:00 3,000円
初級とんぼ玉教室（午後） 第1(月)13:00～15:00 3,000円

春名成徳 日本ランプワーク協会認定

リメイクデザイナー

中原好美 リュミノーシャドーボックス
3Dアート協会主宰

DIY木工入門 第4（火）10:00～13:00 3,000円 小林泰明 木工教室　むく　代表

壊れた器の修繕 金継ぎ 第1（水）10:00～12:30 3,000円
第2（水）10:00～12:30

第2（木）10:30～12:30

2,000円

木村由紀子 漆芸伝承の会認定講師
監修　栗原蘇秀漆芸伝承の会主宰

大迫美樹 香港ジャスミンリー
認定インストラクター

山口正文 青朝会日本水墨画展常務理事

谷口雅輝 関西バードカービングクラブ幹事

羽渕貴美子 陶芸講師

初歩からの水墨画 第1･3（火）10:00～11:45 4,000円

ハガキで墨彩画

天然石アクセサリー

第1･3（火）10:00～11:45 4,000円

バードカービング 第2･4（水）13:00～15:00 5,000円

中森弘馨 楽習フォーラム本部専任講師クラフトビーズアクセサリー 2,500円

神谷真衣 miriis japan
羊毛フェルト協会認定講師リアル羊毛フェルト 第4（水）10:00～12:00 3,500円

林　和恵
西原弘子 アトリエミラボー認定講師

日本画家

カルトナージュ（初級） 第4（金）10:00～12:00 3,000円

カルトナージュ（上級） 第4（金）10:00～12:00 3,500円

日本画教室 第1･2･3（金）14:30～17:30 6,000円

石田　薫 ＤＥＣＯクレイクラフト
アカデミー認定講師

キャンドルアーティスト

小田　賢

色えんぴつ画 第2･4（金）13:30～15:30 4,000円

暁書法学院講師筆ペンとボールペン 第1･3(月)10:00～11:30 3,000円 小倉遙昂

料理教室「Le Chinois」主宰
播先生の
ちょっとおもてなし料理 第3(月)11:00～14:00 2,500円 播　賢知

裏千家名誉教授茶道 裏千家 第1･3(火)13:30～15:30 4,000円

大人可愛い
フラワーアレンジメント
生活を彩る
プリザーブドフラワー

第1(火)10:00～12:00 1,500円

第3(火)10:00～12:00 1,500円
自然の香りで手作り！
アロマセラピー講座 入門 第1(火)13:00～14:15 6,000円

第1(火)10:30～11:45 2,000円

池田宗加

手編講師手あみ 第1･3(火)10:00～12:00 4,000円 田中志保子

リメイクデザイナーり･めいく着物 第3･4(火)13:00～15:00 3,000円

楽しむ書道(水曜クラス) 第1･3(水)14:00～16:00 3,400円

楽しむ書道(木曜クラス) 第1･3(木)14:30～16:30 3,400円

究める書道 第4(水)14:00～16:00 1,700円

森川恭子

健康料理研究会

着物カラースタイルコンサルタント武内貴子

正筆会常任総務理事楽しいかな書道 第1･3(火)13:00～15:00 4,000円 中　香翔

市田ひろみ日本和装師会会員　市田ひろみきもの着付
ハーブ&アロマ講座 研究

第1･3(火)10:00～12:00 4,000円 伊三野久美子

Fleur Joue　主宰西山めぐみ

Ｃａｌａｎ主宰千石優子

キャンドルアート～1/fのゆらぎ～ 第3（土）14:30～16:00 中　宏

スタジオ103主宰
ステンドグラス作家

植物画講師ボタニカルアート（植物画） 第2･4（土）14:00～16:00 4,000円 川本京子

グラスアート 第2（日）13:30～16:00 2,000円 宮永和久

デコクレイを楽しもう 第1･3（木）13:00～15:30 3,000円

水彩画 第1･3（金）14:30～17:30 4,000円

アトリエ･シップス主宰
高島屋大阪本店友の会講師パステル画(午後) 第2･4(金)13:30～15:30 4,000円 石橋実環

はじめてのパステル画 第2･4(金)10:30～12:30 4,000円

陶芸教室（木曜コース） 第2･4（木）10:00～13:00 6,080円

陶芸教室（土曜コース） 第1･3（土）10:00～13:00 6,080円

陶芸教室（日曜コース） 第1･3（日）10:00～13:00 6,080円

小伏竹村
長峯万扇
松浦錦扇

(財)書道芸術院名誉会員
(財)毎日書道展名誉会員

（財）書道芸術院審査会員

第2（金）10:00～12:00 木津冨士子 しゅんこう認定講師和紙ちぎり絵 1,200円

第1（木）10:00～13:00 2,000円時短・カンタン美味料理

第3(水)10:30～12:00 3,000円 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®スッキリ! お片づけレッスン

第4(水)13:30～15:00 2,000円
カラーを活かした
着物コーディネートと収納講座

3ヵ月全3回一括

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

第1(水)10:00～12:30
18,000円

第3(日)10:00～12:30
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～オーナー大塚裕代

3ヵ月全3回一括

京都謎学の旅　
(第1水曜コース)

京都謎学の旅　
(第3土曜半日コース)

『栄花物語』の世界　
～道長はいかに権力を獲得したか～

『源氏物語』の世界

9,000円
3ヵ月全3回一括

11,000円
3ヵ月全3回一括
11,000円
3ヵ月全3回一括

3,000円

藤原萠乃 鑑定士

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

徳川孔明 麻雀教室講師
日本健康麻将協会レッスンプロ

松田吉郎 兵庫教育大学名誉教授
文学博士

小田　剛 前龍谷大学研究員

八房浪里 八房流玉すだれ師範
日本玉すだれ協会　理事

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)日本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

今井妙子
「雨月」特別同人　
俳人協会評議員
大阪俳人クラブ理事
大阪俳句史研究会顧問

やさしいヨーガ

第1･3(月)10:30～11:45 3,000円 泉　久美子 スタジオもだんたいむ主宰
日本ジャズダンス芸術協会関西理事

レディス体操
リズミックモーション
リフレッシュ！
ストレッチ＆バランスアップ

月4回(月)10:00～11:30 4,000円 乙名妙子 (NPO)体操リーダー連絡協議会副会長

(社)ヨーガ研究所講師

タイ式ヨガ
ルーシーダットン 第1･3(月)13:30～14:30 2,400円 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

オリエンタルエクササイズ
健康養生気功

姿勢を正しくバランスのとれた身体をつくる
ピラティス（木曜）

姿勢を正しくバランスのとれた身体をつくる
ピラティス（水曜）

第1･3(火)10:15～11:30 3,000円

月3回(水)10:30～11:30 4,500円

月3回(木)19:00～20:00 4,500円

きれいに歩く美しくなる！
ウォーキング エクササイズ 第1･3(水)19:15～20:45 4,500円

後藤由美子 全日本導引養生功連盟大阪支部代表
中華民国太極拳総会教練　健身気功指導員

伊藤真代 日本総合ヨガ普及協会
(山本ヨガ研究所所属)指導師

囲碁教室(初級)
四柱推命学入門教室

コントラクトブリッジ入門月曜クラス
ミニブリッジ(プレイ)火曜クラス
きょう一日、京都で遊学三昧！

四柱推命学研究教室
はじめての
手相入門教室

手相研究教室

iPhone & iPad入門編
iPhone & iPad活用編

第2･4(月)13:00～15:00 3,000円
第2･4(月)14:45～16:15 4,000円
第2･4(月)13:00～14:30 4,000円

第1･3(金)13:00～14:30 4,000円

第1･3(金)10:30～12:00 4,000円

3,000円第1･3（火）13:30～15:30

古代・激動の中国史と日本史をいく 第4（火）13:30～15:00

4,000円

第3（火）9:45～15:00

第1(水)9:45～15:00

第3(土)12:15～16:15

第2･4(月)13:00～15:00

和の香りを楽しむ やさしい香道 第2(水)13:00～14:30

第1(金)13:00～15:00

11,000円
3ヵ月全3回一括

iPhone & iPad応用編

第3(金)13:00～15:00

第1(水)10:00～12:00

11,000円
3ヵ月全3回一括

9,000円
6ヵ月全6回一括

タブレット(Android)講座
　　（10月クラス/1月クラス） 第3(水)10:00～12:00

写真講座 第3(水)14:00～16:00

1,500円

1,500円

台湾の歴史探訪 第4(火)9:50～11:20

表裏気学研究

やさしいスペイン語(入門)

韓国語(会話)

2,000円

世界遺産とシルクロード 第3（木）13:30～15:00 1,500円

3,000円
京都謎学の旅　
(第2木曜コース) 第2(木)9:45～15:00 3,000円

2,800円

武田常蔵 囲碁講師

道菅隆幸 大路小路ウォーカー

大田明誉 香道泉山御流師範

島　みち スマートデバイストレーナー

森田伸寛 スタジオひろ

1,500円写経と般若心経を考える 第2(水)13:30～15:00

1,500円尾形光琳の名筆でよむ百人一首カルタ 第1(水)10:30～12:00

吉田叡隆 高野山真言宗
箕面聖天西江寺　名誉住職

『太平記』読破を目差そう!! 第2･4(木)10:00～11:30

第3(木)13:30～15:00

第2･4(木)13:00～14:30

3,000円

俳句入門 第1(金)13:30～15:30 1,700円
俳句教室 第2･4(金)13:30～15:30 3,000円

近ごろの日本と世界 第3(土)15:00～16:30 1,000円

文章教室 第2･4(土)15:00～17:00 4,000円

麻雀教室 第1･3(金)10:00～12:00 4,000円

やさしい腹話術 第4（金）10:00～12:00 2,000円

第4(金)13:00～14:30 1,600円

豊かな言葉の響きに親しむ
朗読入門 2,000円

名筆のくずし字を読みこなそう 第3(水)10:30～12:00

第2･4(金)11:00～12:30 3,200円

武久  堅 関西学院大学名誉教授文学博士

木曜日のしあわせ川柳 第1・3(木)10:00～12:00 4,000円 赤松ますみ 川柳作家
川柳文学コロキュウム代表

岩井宏子 文学博士
思文閣出版顧問

八木亜夫 毎日新聞客員編集委員

囲碁入門

やさしいスペイン語(中級)
やさしいスペイン語(上級)

第2･4(土)12:30～16:30 2,400円

日本南京玉すだれ 第1(日)13:30～15:30 2,000円
時事ニュースをもっと深く理解する！
弁護士が解説するニュースの本質

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

アドラー心理学に学ぶ
心のストレスケア

第4(日)10:30～12:00 1,500円

月4回(月)15:00～16:00 6,800円

月4回(月)13:40～14:40 6,000円

月4回(月)12:00～13:30 8,000円

英会話(初級) 月２回（火）11:30～12:50 4,000円

英会話(中級)
韓国語(初級)
韓国語(中級)

月２回（火）10:00～11:20 4,000円

月３回（水）12:30～13:30 5,400円
月３回（水）10:10～11:10 5,400円
月３回（水）11:20～12:20 5,400円

藤津敏晃 京都囲碁サロン講師

石橋徹也 至心法律事務所弁護士

第1(土)13:00～14:30 2,000円 KAZUNA マジシャン

寺島イネス スペイン語講師

柳　善美 韓国語講師・通訳

唐渡　貴 バイリンガル英語講師
ビジネスコンサルタント

ヨッシー花丸全日本あすなろ腹話術協会本部役員

第3(金)13:30～15:00 2,500円 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

小笠原流礼法
暮らしに役立つマナー講座 第2(金)10:30～12:00 2,500円 十河菱眞 小笠原流礼法

関西支部講師

4,000円
表裏気学入門 第2(木)10:30～12:00 1,900円

小森功子 易学占術師

渡辺ユイカ 朗読家
「音の和　彩波会」主宰

第2･4(月)10:30～11:45 2,600円 森本雅子

脚腰すっきり骨盤体操 ヨガ・姿勢トレーナー第1･3(水)13:00～14:00 4,000円 ゆきこ

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）

管理栄養士
アーユルヴェーダセラピスト

第4(金)14:00～15:00 2,000円

女性のためのインド式健康法
アーユルヴェーダ（火曜クラス）第4(火)14:00～15:00 2,000円

南　想子

ウォーキングスタイリストＭisumiらん

楊名時八段錦太極拳准師範安福　寛

第2･4(水)19:00～20:15 3,400円 Ｍｉｋａ
ＹＭＣメディカルトレーナーズスクール認定
ヨガインストラクター
日本代替医療学会認定リンパセラピストアロマナイトヨガ

第2･4(日)13:00～14:15 2,400円 田村香織 ジャパンヨガインストラクターやさしいパワーヨガ入門

第2･4(水)14:00～15:15 2,500円 梶原誠子 厚生労働省認定
健康運動実践指導者脳トレリズム体操

月4回(水)13:00～14:30 6,000円スッキリ！ゆがみ修正ヨガ

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(金)13:00～14:30 3,000円背骨コンディショニング体操

第1・3(木)15:30～17:00

第2･4(木)13:00～14:30

2,000円

2,000円

基礎から学ぶ美健太極拳1
基礎から学ぶ美健太極拳2

(公社)真向法協会指導者吉崎幸孝

ヒロ･クロンドールバレエ講師

第1･2･3(土)10:00～11:30健康体操 真向法

ロナウラ系ヨーガ
インストラクター峰本千恵子第1･2･3(木)10:00～11:30 3,000円ヨーガ

一般社団法人日本スポーツ吹矢協会
上級公認指導員井雲晴隆

一般社団法人日本スポーツ吹矢協会
公認指導員黒田昇右

ＦＴＰマットピラティス認定
アドバンスインストラクターマコ

第1･3(水)13:00～15:00
3,000円

第2･4(土)13:00～15:00

3,000円

月4回(土)18:00～19:00 6,000円

スポーツ吹矢健康法
（水曜クラス）（土曜クラス）

スタジオもだんたいむ主宰　
日本ジャズダンス芸術協会関西理事泉　久美子第1･3(月)12:00～13:00 3,000円かんたん！楽しいジャズダンス

バレティス®

月３～4回（月）12:30～14:00 4.800円～

月３～4回（月）14:10～15:40 4,800円～

第1･3･4(火)13:00～14:30 4,800円

第1･3･4(火)14:30～16:00 4,800円

角谷恵夢 ホクラニフラスタジオ主宰

レッツフラ
フラダンス入門(月曜)
レッツフラ
フラダンス(月曜)
初めてのレッツフラ
フラダンス
レッツフラ
フラダンス(火曜)

第1・3(金)13:30～15:00 3,200円
レッツフラ
フラダンス入門(金曜)
おつとめ帰りのフラ

黒山優香 クラシックバレエ講師

らんLaniloa フラ・インストラクター

松田良和 白鳳流合気武道三段
師範代

フラ　ハラウ　オ　カレイレフア
公認インストラクター

Junya プロタップダンサー
［beis］crew代表

諸隈潮満

吉増文子 社交ダンス研究家

花柳聚朋郁 日本舞踊　花柳流師範

Satomi Oriental Dance Studio主宰

第1･3(火)19:00～20:30 4,500円

モーニングフラ
リズムタップダンス

第2･4(木)10:30～12:00 4,000円

ハワイアンフラ　AoLani主宰HUNA(ふな）水曜日のエンジョイ・朝フラ 第1・3(水)10:00～11:30 3,800円

社交ダンス入門(木曜) 月4回(木)13:00～15:00 4,000円
社交ダンス研究 月4回(木)18:50～20:50 4,400円
社交ダンス基礎 月4回(金)18:50～20:50 4,000円
社交ダンス入門(土曜) 月4回(土)10:00～12:00 4,000円

はじめての社交ダンス 月4回(土)12:30～14:00 4,000円
ベリーダンス(入門) 第1･3(金)11:00～12:00 5,000円
ベリーダンス 第1･3(金)9:50～11:00 6,000円

日本舞踊(花柳流) 第2･4(金)10:00～11:30 3,000円

美容バレエ 月4回(土)19:00～20:00 6,000円

クラシックバレエ教室（初級） 第1･3(日)10:30～12:30 6,000円

第1・3(水)19:00～20:30 3,000円

第1･3･4(火)18:45～20:45 6,600円

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

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

ストリートダンス(フリースタイル) 月4回（金)19:00～20:00 6,000円

古武道入門教室
白鳳流合気武道

髙野香織 髙野香織バレエスクール主宰第1･3(金)10:30～11:30 3,000円
40歳から始める
大人ストレッチバレエ

NAO 日本介護予防ダンス協会
アドバイザー第1･3(金)12:00～13:00 2,000円

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

滝田聡子 アウリイ フラ スタジオ主宰

ヒロ･クロンドールバレエ講師

第1･3(土)12:30～14:00 4,500円
週末のリフレッシュ！
ハワイアンフラ

クラシックバレエ教室(基礎)
成人クラス〈中･高生可〉

ハワイアンフラ　ロケラニ 第2･4(土)10:00～11:30 4,000円

第2・4(水）19:00～20:15 4,600円

“歌う”ためのワンポイントレッスン 第１(月)10:00～16:30 2,500円
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

第4(火)10:00～11:30 2,000円
みんなで歌おう！楽しく歌おう！
歌声ひろば

［1回30分］

［1回30分］

観世流謡曲（初級）
観世流謡曲（中級）

木下香苗 大阪音楽大学卒業

今村隆之 クラシックギタリスト

みんなでオカリナ 第2･4(水)10:30～12:00

第1・3(水)14:00～15:00

3,800円

井出とみ子 ピアノ＆ボーカル
大阪音楽大学短期大学部卒業

井戸良祐 観世流能楽師

第1･3(木)10:30～12:00

第1･3･4(火)13:30～20:30 7,500円

2,500円
英語で歌う
ジャズ＆ポップス個人(火曜)

英語で歌うジャズ＆ポップス
ボーカルアンサンブル

［1回30分］
第1･3･4(火)13:30～20:30 7,500円

3,000円

コードをおぼえて弾く
ピアノ弾き語り（火曜)

［1回30分］
第1･3(木)15:30～19:30

［1回30分］
第2･4(木)15:00～20:00

5,000円英語で歌う
ジャズ＆ポップス個人(木曜)

［1回30分］

［1回30分］

［1回30分］

第1･3(木)15:30～19:30

月1～2回（水）10:00～12:00

月1～2回（水）10:00～12:00

2,000～　
4,000円

3,000～　
6,000円

5,000円

5,000円

3,000円

コードをおぼえて弾く
ピアノ弾き語り(木曜)

ゴスペル入門

英語で歌う
みんなでジャズ＆ポップス(午前)

植村紀子第1･3(木)19:00～20:30 4,000円

初めての大正琴 第2･4(木)13:00～14:15 3,000円

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

第1･3(木)13:00～14:30 3,000円英語で歌う
みんなでジャズ＆ポップス(午後)

サンディ ブレア公認講師

楽しく学ぶ子どものお煎茶教室

クラシックギター教室
一緒に弾くギターアンサンブル

田口幸輝 関西ハーモニカ連盟理事
ハーモニカ振興会指導員ハーモニカ

はじめてのチェロ教室

第1･3(金)13:00～15:00 3,000円

第2･4(金)14:00～15:30

［1回30分］
第1・3(水)16:00～20:30

10,100円

［1回30分］ 吉永真悟
Voice Master代表
(社)日本音楽著作権協会会員
(社)日本作曲家協会会員Voice Masterヴォーカルレッスン(個人) 月2回(土)10:00～13:00 10,000円

久山庸子 華夏音楽学院講師
ヤマハＰＨＳ講師

関西学院大学軽音楽部
ハワイアンバンドＯＢ･
ウクレレインストラクター

中国民族楽器 二胡

第2･4(金)16:00～17:00
第2･4(金)15:00～16:00
第2･4(金)17:00～18:00
第2･4(金)13:00～14:00

第2･4(金)14:00～15:00

入門
初級Ⅰ

初級Ⅱ

中級

上級

ウクレレ初級教室 第1･3(土)10:30～12:00
4,000円ウクレレ中級教室 第1･3(土)10:00～11:30

6,000円

美濃林徹
澤井由美

黒山優香 クラシックバレエ講師

クラシックバレエ教室 第1･3･4(火)16:45～18:30 6,000円小学生

クラシックバレエ（幼児） 第1･3･4(火)15:30～16:30 5,400円4歳～6歳

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

月3回(月)15:30～16:25 4,500円年長のみ

第2･4(月)14:30～15:25 4,000円3歳～年中

小学高学年のための
中学準備英語クラス（火曜）

幼児さんすう教室
「かず・かたちくらぶ」

第1(土)13:00～14:30 2,000円小学生～
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

幼児さんすう教室
小学入学準備コース

自由自在算数と国語表現力クラス（火曜）

ＹＵＫＯ フリーダンサーキッズダンス(ＪＡＺＺ) 第1･3･4(火)17:30～18:30 3,900円小学生～
中学生

渡辺ユイカ ライトフロウズ和英創学塾代表

第1･3･4(火)18:10～19:10

第1・3・4(火)17:00～18:00

3,000円

3,000円

小学4年～
小学6年

小学高学年のための
中学準備英語クラス（木曜） 第1･2･4(木)18:00～19:00 3,000円小学4年～

小学6年

小学4年～
小学6年

自由自在算数と国語表現力クラス（木曜） 第1・2・4(木)17:00～18:00 3,000円小学4年～
小学6年

松田良和 白鳳流合気武道三段　師範代

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

こども合気武道

ママと一緒に
ハッピー･リトミック

第1・3(水)18:00～18:45 1,800円

第2･4(月)10:00～11:00 3,400円

第2･4(月)11:00～12:00 3,400円

小学2年～

石藏朗大 将棋講師

KAZUNA マジシャン

第2(土)13:30～14:30 2,000円3歳～
小学校低学年

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

こども将棋教室
小学生プログラミング入門

第1・3(土)13:30～15:00 3,000円小学生

㈱オーエークリエイト
パソコン講師第2・4(土)10:00～11:30小学3年～

小学6年

河合泰代 大阪音楽大学卒業キッズのためのらくらくピアノ®(個人) 第2・4(木)15:00～20:00 4,000円5歳～

ストリートダンスキッズ（幼児） 月4回(金)16:45～17:30 5,200円

月4回(金)17:30～18:30 6,000円

北島佳舟 正筆会総務理事
読売書法会幹事

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

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

子供習字

ストリートダンスキッズ
(フリースタイル)

第1･2･3(木)16:30～18:00 3,600円5歳～
中学生

井雲晴隆 一般社団法人日本スポーツ吹矢協会
上級公認指導員キッズスポーツ吹矢 第2・4(土)13:00～14:30

第2・4(土)10:00～11:30

第2・4(土)12:30～14:00

2,250円小学3年～

片山裕子 キッズワールド
フラワースクール専任講師こどもが楽しむお花の教室 第3(土)10:30～12:30 2,000円5歳～

中学生

4歳～
6歳

小学生

第2(土)15:00～16:30 2,000円小学生～

健康料理研究会
小学生りょうり教室 （第3土曜） 第3(土)10:30～13:00 1,500円小学生

小学生りょうり教室 （第4土曜） 第4(土)10:30～13:00 1,500円小学生

月4回(水)16:30～17:20

月4回(水)17:30～18:20

ステップ
(7ヵ月～
2歳児未満)
ジャンプ
(2歳児～
3歳児未満)

5,000円
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笑顔でチアリーディング

5,000円

teamRED
年中～小学生

teamGREEN
年中～小学生

学研科学実験教室（午前クラス） 3,400円

3,400円
学研科学実験教室
専任講師学研科学実験教室（午後クラス）

年長～
小学6年

［1回30分］キッズ☆ヴォイトレ(個人)

ヒロ･クロンドールバレエ講師

吉永真悟 Voice Master代表
(社)日本音楽著作権協会会員
(社)日本作曲家協会会員

月2回(土)10:00～13:00 8,000円小学生～

キッズ空手教室 野口幸夫 沖縄少林流空手道聖武館真和道場　五段
全日本空手道連盟公認　五段
近畿地区組手公認審判員

月4回(土)14:30～16:30 4,000円4歳～
小学生

月4回(土)17:00～18:00

第2･4(日)10:00～11:00
第2･4(日)11:10～12:10

7,000円3歳～楽しく学ぼう クラシックバレエ

バトントワリング 2,400円
2,400円

長尾亜里沙 ＪＭＢＡバトントワーリング
指導者2級

Ａチーム
幼児～

Ｂチーム
小学高学年～

ユ         ソンミ

足立鴎泉 一般社団法人哲泉流日本吟詠協会
総師範

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

詩吟教室 第1･3(月)13:30～15:30 3,000円

やさしいリコーダー 第2・4(月)13:15～14:30 4,400円

久谷獨史 日本歌謡芸術研究所歌謡曲師範
京都歌謡学園　主任講師第1･3(火)18:30～20:30 3,000円楽しく上達

ヒット歌謡レッスン

水越美鈴
第2・4(月)13:00～14:15 4,400円

大人のためのやさしい
リコーダー(入門)

第4（木）10:30～12:00

24,000円
6ヵ月全6回一括

3ヵ月全3回一括

家永純世
日本メディカルアロマテラピー協会認定
スペシャリストメディカルアロマ（QOLプランナー）健康管理士資格講座 第4（木）14:00～15:30

8,400円
タイ保健省認定
ハーブボールセラピストハーブボール10月クラス／1月クラス

小林吉子の
楽しいガーデニング 第3（木）10:00～12:00 2,500円 小林吉子 楽しい暮らしのデザイン室主宰

表千家 楽しむ茶道 第1・3(土)13:30～15:30 4,000円 勝田宗温 表千家教授

小原流いけ花講座 第1･3(土)14:00～16:00 3,000円 浜田豊光 1級家元教授専門教授者

第3（金）10:00～13:00

今田朱実ニット講座 第2･4(金)13:30～15:30 4,000円 手編講師

健康料理研究会男の手料理 2,000円

梅垣恭子 相愛大学音楽学部卒業　　
ヴァイオリン･ヴィオラ講師
アンサンブル・サビーナメンバー

ヴァイオリン･ヴィオラをひこう！(月曜)
ヴァイオリン･ヴィオラをひこう！(土曜)

第1･3(月)10:00～14:00 6,000円
月3回(土)10:00～13:30 9,000円
［1回30分］

［1回30分］

中高年から始めるらくらくピアノ®（木曜）1
中高年から始めるらくらくピアノ®（月曜）

河合泰代 大阪音楽大学卒業

第1･3(月)10:50～12:15 3,000円

中高年から始めるらくらくピアノ®(個人) 4,000円

第2･4(木)9:50～11:00 3,000円

中高年から始めるらくらくピアノ®（木曜）2 第2･4(木)11:00～12:30 3,000円

12,000円
6ヵ月全6回一括

夢が拡がる英会話 月３～4回(水)19:00～20:30 4,500円～ 田中弘子 アルゼンチン国立師範学校英文科卒
ウエストロンドンカレッジ英文科コース修了

グローバル･イングリッシュ　
ー英語で知る世界ー 月4回(金)10:00～11:30 6,000円 キャラバーロ・ロベルト 英語教師

第3(月)13:30～15:30

13,500円
3ヵ月全6回一括

第3（木）10:00～11:30 1,700円 綾 みなも カリグラフィー講師西洋書道 はじめてのカリグラフィー
戸塚刺しゅう 第1･3(木)10:00～12:00 4,000円 池田春美 戸塚協会　師範一級

松平篤美 QOLコンサルティング第2（金）10:30～12:00 2,000円アロマとカードでよみとく
アロマリーディング

英語で親しむ日本文化リーディング講座 第1･3(日)10:30～11:30 3,000円 渡辺ユイカ ライトフロウズ和英創学塾代表

6,000円 デイヴィッド・ロウ 英語教師グローバル･イングリッシュ入門 月4回(金)19:00～20:30

中国語講座 月4回(金)19:00～20:30 6,000円 胡　書豪 中国語講師
コ       ショゴウ

髙嶋悠光
全日本書道連盟会員
日本ペンクラブ会員
日本字てがみ協会会長字てがみ 第3(土)13:30～15:30 2,000円

072-761-0660体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 ［電話受付］10:00～17:00
〈毎月第2火曜日は休館〉

アゼリアカルチャーカレッジ
※新規ご入会の方は、入会金3,000円(税別)が必要となります。何講座でも受講できます。

アゼリアカルチャーカレッジ

受講料（月額） 講　師アート＆クラフト ※受講料は3ヵ月前納制です。
※材料費別途の講座もあります。※消費税別

受講料（月額） 講　師生活文化 ※受講料は3ヵ月前納制です。
※材料費別途の講座もあります。※消費税別

受講料（月額） 講　師趣味教養 ※受講料は3ヵ月前納制です。
※材料費別途の講座もあります。※消費税別

受講料（月額） 講　師美容・健康・癒し ※受講料は3ヵ月前納制です。
※材料費別途の講座もあります。※消費税別

受講料（月額） 講　師ダンス・舞踊・武道 ※受講料は3ヵ月前納制です。
※材料費別途の講座もあります。※消費税別

受講料（月額） 講　師こども ※受講料は3ヵ月前納制です。
※材料費別途の講座もあります。※消費税別

受講料（月額） 講　師音　楽 ※受講料は3ヵ月前納制です。
※材料費別途の講座もあります。※消費税別


