
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）

4/3(火)13:30 ～

第1・3(火)
13:30 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

第2・4(金)
15:30 ～ 19:00（1回30分）
月額5,000円(税別)

英語で歌う
ジャズ＆ポップス個人（金曜）

英語で歌う
ウィークエンド・ジャズ＆ポップス

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

1,000円
500円3/28(水)10:00 ～ 1,000円

500円

発声と英語と大好きな曲で、心も身体も
脳も元気に！生伴奏で歌ってライブ気分も
味わえます。初心者からアドリブを歌って
みたい方、英語でカッコ良く歌いたい方も
どうぞ。

3/25(日)11:00 ～ 11:30
6/6（水）13:00 ～ 13:30

第1(水)・第3(日)10:00 ～ 12:30
3ヵ月全3回一括15,000円(税別)
全3回分教材費 20,000円

第2･4(日)
10:00 ～ 12:00
月額3,000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

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。

3/15(木)13:00 ～

第１・３(木)
13:00 ～ 14:00
月額3,000円(税別)

500円

4/13(金)15:30 ～ 1,000円

第2・4(金)
19:30 ～ 20:30
月額3,000円(税別)

1週間の終わりを、ジャズやポップスでゆっ
たりすごしませんか？耳なじみのある曲を
中心に英語でうたいます。生伴奏でライブ
気分も味わって。

4/13(金)19:30 ～ 1,000円

3/26(月)14:15 ～

第2･4(月)14:15 ～ 15:30
月額4,400円(税別)

大人のためのやさしい
リコーダー（入門）
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

1,500円

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。ポピュラー音楽からクラシックまで。

4/3(火)13:00 ～ 1,500円
1,000円

はじめてのハーモニカ
田口幸輝 関西ハーモニカ連盟理事

ハーモニカを全く持った
ことのない方を対象に、
できるだけ分かりやすく、
そして「楽しく」・「やさし
く」をモットーに基本中の
基本から始めましょう。

3/23(金)12:00 ～ 1,000円3/16（金）14:30 ～
3/20（火）10:00 ～

第1･3(火)10:00 ～ 13:30
第1・3(金)14:30 ～ 17:30（1回30分）

月額4,500円(税別)

グランドピアノでのびのび弾こう！
やさしいピアノレッスン♪
(火曜個人)（金曜個人）
石飛真弓 ピアノ講師

1,000円

憧れの曲をグランドピアノで思いっきり弾いて
みませんか？ピアノのご経験が有る方も無い方
も、ジャンルを問わずレベルに応じて、ゆっくり
丁寧にレッスンさせて頂きます。ぜひ一緒に、音
楽を楽しみましょう！ 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

3/25(日)10:00 ～
1,000円 1,000円

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。

3/20(火)10:15 ～

第2･4(月)
10:00 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

リュミノーシャドーボックス３Dアート
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

500円3/17（土）・3/20（火）・3/31（土）13:00 ～ 13:303/28（水）17:45 ～ 500円

好みの絵を数枚用い立体
的に作りあげるオリジナル
アート。フランス額装、その
他クラフトを取り入れ、初
めての方も楽しめます。

第2･4(金)
12:00 ～ 13:00
17:00 ～ 18:00（1回30分）

月額6,400円(税別)

中国民族楽器 二胡（個人）
久山庸子 華夏音楽学院講師

ヤマハPHS講師

哀愁を帯びた音色が魅力の二胡。
演奏方法や二胡独特の音色の出
し方、弓使いなどの表現力まで身
につけます。

第2・4(水)
17:45 ～ 18:30
月額1,800円(税別)

こども合気武道２
松田良和 白鳳流合気武道三段　師範代

侍の動きが基本。力
に頼らない、しなやか
な身のこなしを学
ぶ。礼儀正しい行動
と姿勢で、合気の心
が育ちます。

第4(金)
13:00 ～ 15:00
月額1,000円(税別)

紙バンド手芸
井田祐子 エコバンド夢愛

エコバンドで貴女だ
けのオリジナルなカ
ゴやバッグを作りませ
んか？初心者でも楽し
く学べます。

1,000円 2,000円

3/18(日)11:10 ～

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

小学生プログラミング
Scratch教室

1,000円 3/29(木)17:30 ～ 18:00

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。

3/23(金)16:30 ～
1,500円

第2・4(金)
16:30 ～ 18:00
3ヵ月全6回一括12,150円(税別)

夏休み・キャンドル体験教室

㈱オーエークリエイトパソコン講師
2020年に小学校でプログラミ
ングが必修化されます。マサチ
ューセッツ工科大学で開発され
たプログラミング言語で、楽しく
学びながら問題を解決する力と
論理的に考える力を伸ばす講座
です。一人ずつのペースでレッ
スンを進めていきます。

第1・3(火)
10:15 ～ 11:30
月額3,000円(税別)

免疫力UP！ 導引気功教室
古髙春樹 導引養生功日本総本部神戸協会代表

健身気功日本総本部関西委員長

簡単な動きから健康維持や病気の予防改善として
気功を活用しませんか。ゆっくり・ゆったりした動作、
深い腹式呼吸、美しい古典
音楽で全身の緊張をとり、
気血の流れを調和して、免
疫力・治す力を高めます。

第1（火）
9:45 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

第3（土）
12:15 ～１6:15
月額2,800円(税別)

京都を歩く(火曜コース)（土曜コース）
杉本 理 大谷大学非常勤講師

京都には、その長い歴
史から生まれた文化・
芸術があります。京都
の奥深い世界につい
て、実際に歩いて追体
験します。

～キャンドルのある暮らし～
キャンドルアート

中　宏 キャンドルアーティスト

3/23(金)13:00 ～ 1,000円
900円

第1・3(日)
11:10 ～ 12:10
月額3,000円(税別)

第1・2・4(木)
18:10 ～ 19:10
月額3,000円(税別)

☆日曜英語
やさしい絵本のリーディング講座

小学高学年のための
中学準備英語クラス（木曜）

渡辺ユイカ ライトフロウズ和英創学塾代表

英語の絵本や詩など
短い文章を読み、英語
の表現や響きを楽し
みましょう。ゆっくりの
音読で自然に力がつ
きます。

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。

第1・2・4(木)
17:00 ～ 18:00
月額3,000円(税別)

「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。

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

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

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500円3/19(月)14:30 ～ 500円

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。

楽しい育児のスタート！
ベビーマッサージ
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。

第2･4(日)
Aチーム10:00 ～ 11:00
Bチーム11:10 ～ 12:10
月額2,400円(税別)

バトントワリング
長尾亜里沙 JMBAバトントワーリング

指導者2級

華やかで健康的なバトントワリング。正しい姿勢と柔軟
性を養い、リズム感や集中力、協調性が身につきます。

第2・4(月)14:30 ～ 15:25
月額4,000円(税別)

幼児さんすう教室
「かず・かたちくらぶ」
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

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。

3/26(月)
12:15 ～ 12:45

第2・4(月)
14:45 ～ 16:15
月額4,000円(税別)

四柱推命学入門教室 姓名判断を学ぼう

メディカルアロマ手作り講座

はじめての手相入門教室
藤原萠乃 鑑定士

第3(水)
14:00 ～ 16:00
月額3,000円(税別)

写真講座
森田伸寛 スタジオひろ

1,000円 3/26(月)13:00 ～

第2・4(月)
13:00 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

コントラクトブリッジ入門（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)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

500円

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。

写真は健康を維持する為のひとつのツールです。一枚の
作品の中にどのように気持ちを込め、見ていただく方に
伝えるか…その為にカメラを持ち、
操作してご自身の意図を表現するか
…考える（脳）動作する（運動）もして
感性を磨く…どうです?あなたも仲
間と共にチャレンジしてみませんか?

日本ブリッジ連盟が日本オリンピック委員会の承認団体
になりました。2018年アジア大会はオリンピックに次ぐ国
際競技会で、男子・女子・混合チーム戦が正式種目に決定
しました。男女を問わず楽しめる頭
脳スポーツのブリッジ。世界1億人
の愛好者と世界各地でプレイして
友人の輪を拡げませんか。

月4回(金)
19:00 ～ 20:30
月額6,000円(税別)

中国語講座
張　超 中国語講師

500円 コピー代

本講座では、文法、簡
単な小説や日常会話
を主に進めていきま
す。レッスン中は出来
るだけ中国語を話し
て通じる中国語を学
んでいきます。

合同体験会 3/21（水祝）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 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

2,000円 3/22(木)12：30～ 13：00

第4(木)13:00 ～ 14:30
6ヵ月全6回一括16,800円(税別)

メディカルアロマ(QOLプランナー )
健康管理士資格講座
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

発酵ヨーガ・胃腸ケア
三重野紘一 発酵ヨーガ代表

第1・3(水)
10:00 ～ 10:45
月額2,000円(税別)

健康づくりに
ゆったり楽しく元気ダンス
NAO 一般社団法人日本介護予防ダンス協会

ゼネラルアドバイザー

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。

第3(水)10:00 ～ 12:00
3ヵ月全3回一括11,000円(税別)

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。

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。

呼吸法と簡単なポー
ズを毎月違うテーマ
でサポート。有用微生
物群と共に生きる健
康法をお伝えします。

音楽にあわせて体操とダ
ンスを交えた簡単な動き
で誰でも無理なく気軽に
できます。足腰をきたえ
て元気で動けるカラダづ
くりを目指しましょう。

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

能への誘い～
　　　薪能によせて
井戸良祐 観世流能楽師

大阪史跡めぐり
ー道頓堀から上町台地を歩くー
小田 剛 前龍谷大学客員研究員

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。

毎年5月恒例のいけだ薪能。今年の演目は「百
万」「船弁慶」。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。解
説を聞いて、日本
の伝統芸能の理解
を深めましょう。

知っているようで案外知らない大阪のさまざ
まな史跡をめぐります。織田作之助の夫婦善
哉の店から大河ドラマの幸村のゆかりの心眼
寺と三光神社な
どなど。大阪の
史跡をさぐり、
“大阪”を再発見
しましょう。

『逸翁美術館60周年記念展
未来につなぐ和の意匠力』を巡る
公益財団法人阪急文化財団学芸員

2017年4月に始まった開館60周
年記念展。最後を飾るこの展示で
は、「未来につなぐ和の意匠（デザ
イン）力」がテーマ。絵画や工芸品
の中に見られる文様や意匠が持
つ、時代を超えた魅力を学芸員の
解説のもと見学します。伝統と現
代生活が調和した空間でお茶席
をお楽しみいただけます。

日本ハーバリウム協会
ハーバリウムデザイナー認定講座

東埜優子 日本ハーバリウム協会認定講師
ハーバリウムデザイナー

ハーバリウム フリーレッスン 子育て診断セミナー
お子様の才能発見講座
豊岡勇樹・荒木治仁 パーソナルコミュニケーション協会認定

子育て診断士

ボトルに広がる花の世界。ボトル
の中で花材をひときわ美しく見
せるインテリアフラワーの基本
を学びます。

ボトルに広がる花の世界。ボトル
の中で花材をひときわ美しく見
せるインテリアフラワーを手作り
できます。

もしもあなたの子供に隠れた才能があり、
それを伸ばしていく簡単な方法があるとし
たら…。心理学・統計学
に基づいた子供の特性
を分析して対処方法を
診断します。

ギリシャ料理編
[メニュー]
○ヨーグルトソースサラダ
○イスケンデル・ケバブ
○ギリシャヨーグルトケーキ

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

ルザ アルコチ
イスタンブールハネダン

4/30(月祝)
11:00～14：30
受講料3,500円（税別）(材料費込）

トルコ料理編
[メニュー]
○赤レンズ豆のスープ
○羊飼いのサラダ
○トルコ風春巻きチキン
○茄子オーブン焼きトルコ風ピラフ

海南鶏飯ハンター
シンガポール料理研究家

海南鶏飯ハンター
シンガポール料理研究家

8/5（日）
10:30～13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

シンガポールチャイナタウンの味
[メニュー]
○皮から作る海老ワンタン麺5/27（日）

10:30～13:00
受講料4,000円（税別）(材料費込）

シンガポールの代表料理
[メニュー]
○海南鶏飯
○ビーフルンダン
　（牛肉スパイス煮込）

7/22（日）
10:30～13:00
受講料4,000円（税別）(材料費込）

はじめてみよう！
手作りパン

5/13(日)
ミニハンバーガー
（親子）

6/9(土)
ミニあんパン・
カップパン

7/8(日)
ダブルカレーパン・
レーズンパン

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）

1,800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）

10:30～13:00
受講料2,000円／1回（税別）

2,000円／1回

4/17(火)・18（水）・19（木）
三色団子/求肥よもぎと鹿の子
ドライフルーツとくるみ
5/15(火）・16（水）・17（木）
六方焼き/抹茶の浮島
6/19(火)・20(水）・21(木）
生八つ橋/芥子餅
7/17(火)・18（水）・19(木）
餡わらび/練り切り（すいか）

体の中から綺麗に。
美容と健康のマクロビオテック
西川真喜子 JADP認定　マクロビオテックセラピスト

PRANA認定　マクロビオテックJr.インストラクター

男の手料理

男性だけの料理教室。
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
いきましょう。

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

3/16(金)10:00 ～

第3(金)
10：00～ 13:00
月額2,000円(税別)

2,000円
1,200円

4/15(日)
スプリング
アイシングクッキー
5/20(日)
アニマル
デコカップケーキ
6/17(日)
父の日
アイシングクッキー
7/16(月祝)
サマーデコカップケーキ
8/26(日）
アイスクリーム
アイシングクッキー

4/23（月）基本の和食
・玄米ごはんの炊き方
・出汁を使わない野菜の重ね煮お味噌汁
・ひじきのマリネ・車麩のフライ
6/30（土）マクロなイタリアン
・根菜のトマトパスタ
・白味噌仕立てのミネストローネ
・切干し大根の人参ドレッシングサラダ
・玄米甘酒と苺のプリン
8/6（月）マクロな中華料理
・高野豆腐の担々麺
・大根餅・雑穀と野菜のサラダ
・ココナッツ団子

夢かわスウィーツ
松井和代 JSA認定講師

500円／1セット

【13歳～】

【18歳～】

【13歳～】

第2・4(水)
10:00 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

茶道 裏千家
寺本宗静 淡交会神戸第一支部幹事

裏千家教授

おもてなしの作法を学びま
す。畳の上でのお茶の頂き
方、挨拶の仕方、薄茶点前
の美しい形の指導、濃茶体
験もあります。

茶道 表千家
奈良宗香 表千家教授

お稽古を通して、季節を感じな
がらおもてなしの心や無駄の
ない自然な身のこなしを楽し
く学ぶことのできる講座です。

未生流～お花のおけいこ～
細谷典甫 未生流華道  師範

気軽に生け花を楽しんでみませ
んか。花を通じて四季を感じられ
感性豊かな世界が広がります。
一緒に楽しみましょう。

【4歳～】

【小学1年～】

【小学生】

【小学4年～小学6年】

【小学3年～】

3,000円

第3(水)
10:30 ～ 12:00
月額3,000円(税別)

スッキリ！お片づけレッスン
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®

家が片づくと心もスッキリ！
リビング、キッチン、書類など
自分に合ったラクな片づけを
学ぶ実践型レッスンです。

受講料1,500円(税別)

3/25(日)・4/15(日)・5/27(日)・
6/24(日）・7/22(日)・8/26（日）
10:00～11:30

1,500円～

受講料2,000円(税別)

3/16（金）・4/20（金）・
5/18（金）・6/15（金）・
7/20（金）・8/17（金）
11:00～12:30

300円～

14:00～15:00

10:00～11:00

10:00～11:00

受講料1,800円(税別) 1,500円

受講料1,000円(税別)
1,200円

自由自在
算数と国語表現力クラス（木曜）

【小学4年～小学6年】

合同無料説明会

【2ヵ月～2歳】
【2ヵ月～1歳頃】

【3～5歳】

【年長～小学6年】
Aチーム【幼児～小学低学年】Bチーム【小学高学年～】

3/27（火）
太陽の塔・イースター
4/24（火）
こどもの日・母の日
5/22（火）
父の日・蝶々
6/26（火）
七夕・記念日
7/24（火）
南の島の海・お月さま
8/28（火）
海の世界・敬老の日

10:30～12:30
受講料2,000円（税別）

3/16(金)・3/30（金）
12:15 ～ 12:45

第1・3(金)
13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

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。

受講料5,000円(税別)

4/23(月)・
7/9(月)
10:00～12:00

500円

500円

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）

3/22（木）

4/26（木）

5/24（木）

6/28（木）

7/26（木）

8/23（木）

10:30 ～ 12:00
1,000円受講料1,000円(税別) 受講料1,500円(税別)

4/2（月）・5/7（月）・6/4（月）・
7/2（月）・8/6（月）・9/3（月）
10:30～11:45

4/24(火)・7/12(木)
13:00～16:00
受講料2,000円(税別)

5/22（火）・7/4（水）
10:00～15:00
受講料15,000円(税別)（材料費込）

800円

4/13（金）・5/10（木）
13:00～16:30
受講料5,600円(税別)

2,500円

5/13(日)・6/26(火)・
7/22(日)（親子）
10:00～12:00
受講料1,500円(税別)

4/14(土)13:00～16:00
受講料 一般2,300円(税別)（保険料・入館料・お茶席代込）

2,100円会員
4/24(火)13:30～16:30
受講料 一般3,300円(税別) 3,100円会員

5/14(月)
13:00～15:00
受講料 一般1,700円(税別) 1,500円会員

認定料6,000円

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)

4/12(木)・9/4(火)
10:00～12:00

4/17(火)・5/22(火)13:00～14：30
7/6(金)10：30～12：00

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)

4/12(木)・5/29(火）・
7/3(火)・9/4（火）
13:30～15:30

1枚は持っているスカ
ーフとストール！夏は
紫外線よけやクーラ
ー対策に、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

3/27（火)・6/14(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。

受講料1,000円(税別)

5/19(土)
ボタニカルキャンドル
7/27(金)
ジェルキャンドル

8/10(金)
ジェルキャンドル

ジャン　    チャオ
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お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

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
10:00～17:00

（毎月第2火曜は休館）

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：2018.3.1

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

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

　ストリートダンス ヒップホップフリースタイル
月4回（木）17:30～18:30

韓国語（初級）（中級）（会話）
月3回（水）(初級)11:20～12：20（中級)10:10～11:10（会話）12:30～13:30

パステル画（午前）（午後）
第2・4(金)10:30～12:30・13:30～15:30

リズムタップダンス
第2・4（水）19:00～20:15

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。《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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