
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）

ご当地講座

3/27(水)13:30 ～ 1,000円3/14(木)10:00 ～ 1,500円
2,000円(税込)

月4回(水)13:30 ～ 15:00
月額6,000円(税別)

ゼロからの実用中国語講座
任　倩 中国語講師
ニン    セイ

中国から訪れる人も中国へ旅行や仕事で行
く人も近年増えてきました。ニーズに合わせ
て発音や文法を通して実用的な中国語を学
びます。覚えやすくすぐに役立つことを目指
します。一緒に楽しく中国語を始めませんか？

第4(火)13:00 ～ 14:30
月額1,500円(税別)

ソスペーゾ・トラスパレンテ
内田泰子 インストラクター

ソスペーゾは特別なシートにさまざまな
素材を使ってキャンドルの熱で立体に作
るイタリア発祥のアートクラフトです。

第4(火)13:30 ～ 15:00
月額1,500円(税別)

世界の皇帝や悪女たちの
野望と挫折の物語
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

世界の歴史をみると、光芒を放った王族が存在する一
方、悪女として称される女性たちが権力を握り、その結
果、帝国が危機におちいったり衰退したりします。今回
は中国・エジプト・イタリア(ローマ帝国)・トルコ・フラン
スの王朝の歴史と女性たちを取りあげます。

第2(木)10:00 ～ 12:00
月額2,800円(税別)

ジュエリーバッグ
奥山由貴子 AJBジュエリーバッグ認定講師

3/28(木)11:30 ～

第2・4(木)
11:30 ～ 12:30
月額5,000円(税別)

楽しく笑顔で美しく
ベリーダンス
YUMI MAYUKO BellyDance School所属

大和の古寺をめぐる
杉本 理 大谷大学非常勤講師

杉本 理 大谷大学非常勤講師

杉本 理 大谷大学非常勤講師 杉本 理 大谷大学非常勤講師

1,000円

第1・3(水)19:15 ～ 20:45
月額4,500円(税別)

きれいに歩く美しくなる!
ウォーキング エクササイズ
Misumi らん ウォーキングスタイリスト

第1・3(火)19:00 ～ 20:30
月額4,500円(税別)

おつとめ帰りのフラ
らん Laniloa フラ・インストラクター

1,000円 3/27(水)14:00 ～

第2・4(水)
14:00 ～ 15:15
月額2,500円(税別)

シニア脳トレウォーキング
梶原誠子 厚生労働省公認

健康運動実践指導者

1,000円

発酵ヨーガ・胃腸ケア
三重野紘一 発酵ヨーガ代表

3/17(日)13:00 ～ 13:30

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
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
JAA加盟校　LARME～ラルム～オーナー

きらきらと輝くジュエリーバッグはハイク
オリティハンドメイドです。豊富なカラーで
あなた好みのデザインのバッグを作りませ
んか。

3/26(火)13:00 ～ 1,500円
1,000円(税込)

第2・4(水)10:00 ～ 11:00
月額5,100円(税別)

韓国語講座
玉城典子 韓国語講師

ハングル文字の魅力再発見。文字を
学びながら韓国語を学んでいきま
しょう。

4/1(月)15:00 ～

第2・4(月)15:00 ～ 15:50
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

500円
500円(税込)

3/8(金)10:30 ～ 2,000円
500円(税込)

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。

3/16(土)13:30 ～

第1・3(土)13:30 ～ 15:30
月額3,500円(税別)

森信雄七段
こども将棋教室
森 信雄 日本将棋連盟棋士七段

1,750円

元竜王の糸谷哲郎八段や、故村山聖九段
ら、１１人のプロ棋士を育てた森信雄七段
が直接指導する教室です。初心者から経
験者まで、レベルに応じて指導します。強
くなるためには次の一手が重要です。

月3～ 4回(水)19:00 ～ 20:30
月額4,500円～ (税別)

夢が拡がる英会話
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

日常的な英会話が出来る人を対象
に、さらに聴く力、話す力を養い、英
会話に自信をつけるためのクラス。
なお、講義はすべて英語で進めます。

第2(金)10:30 ～ 12:30
月額3,000円(税別)

小笠原總領家煎茶道
十河啓慎 小笠原總領家煎茶道

関西支部師範

鎌倉時代から続く小笠原總領
家の煎茶道です。日常生活にも
生かせる「美しいしぐさ」やマ
ナーも併せてお伝え致します。

月4回(水)
(RED)16:30 ～ 17:15 (GREEN)17:20 ～ 18:20
月額5,000円(税別)

笑顔でチアリーディング
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

チアリーディングを基礎からしっかり
お教えします。チアリーディングは楽
しめるスポーツです。年に数回イベン
トに参加します。

3/22(金)

第2・4(金)
【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
中村友美 同志社女子大学学芸学部音楽学科演奏専攻声楽コース

同大学音楽学会《頌啓会》特別専修生修了

1,000円

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。

3/23(土)10:30 ～

第4(土)10:30 ～ 12:00
月額1,700円(税別)

～釈尊の生涯とその御教えを中心に～
仏教入門講座

正法庵主人 龍谷大学大学院仏教学博士課程修了

1,000円
コピー代

仏教の開祖である釈尊の生
涯や基本的な教えを通じて、
仏教というものに親しんで頂
ければと思っております。

月4回(水)18:00 ～ 19:00
月額6,000円(税別)

こども英会話 日常の英会話
東堂マリナ CELTA英会話教師

アルファベットの読み書きができる小学校高学年
の子どもたちが対象です。簡単な文章や文法を学
びながら、短い会話を練習します。また歌やアート
クラフトを通して文化の違いも体験します。

4/2(火)10:00 ～ 1,500円

第1・3(火)10:00 ～ 11:30
月額4,000円(税別)

英会話のスキルをもっと磨いてみませんか？日常
の出来事や自分の考えを簡単な英語で話せるよう
になりたい方、もっと英語ネイティブスピーカーの
話を聞き取れるようにリスニング力をアップしたい
方、一緒に英会話を学びましょう。

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

身近にある、なぜ？どうして？を体感し、失敗や成功を繰り
返すことで、子どもたちの自ら考える力を伸ばします。

3/27(水)18:00 ～ 1,000円

四柱推命学入門教室 九星気学～吉方位を知ろうはじめての
手相入門教室

第2・4(月)14:45 ～ 16:15
月額4,000円(税別)

藤原萠乃 鑑定士

四柱推命とは、生年月日
（時間）から仕事、家庭、健
康、配偶者、金運等を占っ
ていきます。実占の鑑定が
できる講座です。

4/2(火)19:10 ～

第1・3・4(火)19:10 ～ 20:10
月額3,600円(税別)

中学英語
ステップアップクラス

500円

中学英語の中でつまづきがちな箇所をクリア
にし、英語のしくみを学ぶ上での重要ポイント
を外さないよう解説を入れつつ、習熟度にあ
う問題を解きます。また実用英語習得に役立
つ学習方法を少しずつお伝えします。

4/2(火)17:00 ～

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(A)

渡辺ユイカ ライトフロウズ和英創学塾代表

500円

中学英語につながる基本の読み、書
き、発音を、テキスト・カード等で自然
に楽しく身につけていきます。

3/25(月)13:00 ～

第2・4(月)13:00 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

月曜クラス
コントラクトブリッジ入門（プレイ編）

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

2018年インドネシアでのアジア競技大会に引き
続き、2022年の北京大会でもブリッジは正式種目
に決まっています。東京オリンピックに併せての国
際大会も企画中です。知的で社交的なブリッジで
海外との交流を広げませんか。

3/22(金)16:30 ～

第2・4(金)16:30 ～ 17:15
月額4,600円(税別)

たのしいリコーダーアンサンブル
大西万喜 リコーダー奏者

1,000円

リコーダーは息を吹き込むだけで簡単に音
が出せる楽器ですが、古く中世からあるヨー
ロッパで生まれた楽器です。指使いやタンギ
ングなどの基本的な技術を学びつつ、自分た
ちの好きな曲を楽しく演奏してみましょう。
お友だちやご兄弟での参加も大歓迎です。

4/4(木)13:30 ～

第1・3(木)13:30 ～ 15:00
月額3,400円(税別)

うたごえサロン クレモナ
久保田ひかり 「池田クレモナ・モダンタンゴ音楽工房」

バンドマスター

1,000円

童謡や唱歌、懐かしいあのうた、この
うたを、曲それぞれのもつゆかりや
背景、音楽的な魅力などのわかりや
すい説明をまじえながら、元気よく明
るく歌う、あっという間の90分間で
す。曲のリクエストも受付けます。

3/22(金)14:30 ～ 16:00

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

小学生プログラミング
Scratch教室
池中伸幸 有限会社ＩＣＴエデュ　講師

2,025円

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)18:30 ～ 20:30
月額3,000円(税別)

楽しく上達
ヒット歌謡レッスン
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

発声・発音・こぶし・延声・ヴィブラート。
基本技術から応用へ個性を生かす歌
唱法で歌唱力向上、お気に入りの曲を
見つけて舞台に挑戦しましょう。

弁護士と行く裁判傍聴
石橋徹也 至心法律事務所　弁護士

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

第4(金)10:00 ～ 12:00
月額2,000円(税別)

やさしい腹話術
ヨッシー花丸 全日本あすなろ腹話術協会本部役員

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。

第2(水)13:00 ～ 14:30
月額2,000円(税別)

和の香りを楽しむ
やさしい香道
細川佑香 香道泉山御流師範

1,000円 650円

香炉の持ち方からはじめ、
香道のお手前のお稽古をし
ます。香遊び（組香）を通し
て平安文化に親しみます。

3/20(水)10:00 ～

①第3(金)13:00 ～ 15:00
②第3(水)10:00 ～ 12:00
3ヵ月全3回一括11,000円(税別)

①iPhone&iPad入門編
②女性のためのタブレット(Android)講座
島 みち スマートデバイストレーナー

2,000円

人気のiPhone&iPad、Androiｄタブレット＆スマホの基本
を学べる講座です。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。

トルコ料理編
[メニュー]
○レンズ豆のスープ
○チキンケバブ
○バターピラフ

[メニュー]
○オートミールスープ
○タチン（サフランライスケーキ）
○シラジサラダ

○フェルニ
○サフランドリンク

中川ノック 箕面市国際交流協会
COMM CAFEシェフ

4/1(月)11:00～14:30
受講料3,500円（税別）(材料費込）

タイ料理編

イギリス料理編

5/23(木)10:30～13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

イラン料理編
6/8(土)10:00～13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

7/6(土)10:00～13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

夢かわスウィーツ
松井和代 JSA認定講師

誰でも簡単に！ プロの珈琲
呉村秀幸 自家焙煎珈琲屋さつき珈琲店主

10:00～13:00
受講料1,500円/回（税別） 1,500円/回

11:00～14:00
受講料2,500円/回（税別）

1,500円/回

5/8（水）万能調味料塩レモン
の作り方とアレンジ
・塩レモンの作り方
・干しえびと野菜の
 塩レモン焼きそば
・塩レモンのマッシュポテト
・高野豆腐とキノコの
 塩レモンソテー
7/5（金）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

髙田郷子 和菓子教室　ふく

3/18(月)・19(火)・20(水)・21(木祝)・22(金)
薯蕷饅頭（紅白）/外郎（白・抹茶・桜）

4/11(木)・12(金)・13(土)・15(月)・16(火)
よもぎ団子/求肥（桜）/粒餡の炊き方

5/28(火)・29(水)・30(木)・31(金)・6/1(土)
外郎（唐衣）/佐賀ボーロ/卵ボーロ

6/17(月)・18(火)・19(水)・20(木)
鮎/葛笹

7/8(月)・10(水)・11(木)・12(金)・13(土)
ホイルケーキ/蕨もち（電子レンジ）/本蕨もち

3/14（木）
無添加味噌作り

4/18（木）
花ちらし寿司（酢）

6/4（火）
ザワークラウト

7/2（火）
胡瓜の壺煮

西川真喜子 JADP認定　マクロビオティックセラピスト
PRANA認定　マクロビオティックJr.インストラクター

[メニュー]
○カオマンガイ
○スープ
○たれ

[メニュー]
○フィッシュ＆チップス
○マッシーピーズ

○タルタルソース
○イングリッシュトライフル

○小松菜のオイスターソースあえ
○バナナのココナツミルク煮

アイリン・アリプル
イラン料理インストラクター

[メニュー]
○窯焼き風ピザ
○シカゴピザ
○ティラミス

イタリア料理編
8/3(土)10:00～13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

ウォルフ明子
元西洋料理カフェオーナーシェフ

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

ウォルフ明子
元西洋料理カフェオーナーシェフ

10:00～11:30
受講料1,500円／回（税別）
キッズ1,000円/回（税別）

3/24(日)
キッズアイシング
クッキーレッスン
4/24(水)
アイシングクッキーレッスン
5/19(日)
カップケーキ
デコレーションレッスン
6/5(水)
アイシングクッキーレッスン
7/15(月祝）
フラワーゼリー
8/7（水）
キッズアイシングクッキーレッスン 500円／1セット

甘さひかえめ手作り和菓子

体の中から綺麗に。
美容と健康のマクロビオティック

2000年沖縄サミッ
ト晩餐会で珈琲を
提供した店で修行
した呉村講師。誰
でも出来る美味し
い珈琲の淹れ方を
伝授します。

おうちで簡単！ 発酵いろは
増田 光 醸研究所主宰　醸せ師

3/24(日)13:00～16:00
受講料 一般2,800円(税別)（保険料込）

その他拝観料等900円2,600円会員

天平の寺院と
大和の古城をめぐる

4/13(土)13:00～16:00
受講料 一般2,800円(税別)（保険料込）

その他拝観料600円2,600円会員

琥珀の里・大山崎をめぐる

4/21(日)13:00～16:00
受講料 一般2,800円(税別)（保険料込）

その他入館料等1,100円2,600円会員

宝塚の歴史と文化をめぐる

5/26(日)13:00～16:00
受講料 一般2,800円(税別)（保険料込）

その他入館料700円2,600円会員

能への誘い～薪能によせて
井戸良祐 観世流能楽師

5/13(月)13:00～15:00
受講料 一般1,700円(税別)

1,500円会員

受講料1,500円/回(税別)

4/1(月)・5/13(月)・6/3(月)・
7/1(月)・8/5(月)・9/2(月)
10:30～11:45

アイヨガ
いとうまよ 視力向上ヨガインストラクター

受講料2,500円/回(税別)

3/27(水)・6/12(水)
10:30～12:00

足裏コンディショニング
井藤典子 背骨コンディショニングインストラクター

500円/回 1,500円～受講料2,000円/回(税別)
5/17（金）10:30～12:00
3/20（水）13:00～14:30

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

受講料1,500円/回(税別)

3/24(日)・4/13(土)・5/19(日)・
6/16(日)・7/13(土)・8/25(日)
10:00～11:30

ツボ押しリンパ＆
寝転んぼ体操（頭）（足）
野口由祐子 リンパスクールSprout代表

受講料1,800円/回(税別)

4/12(金)・5/17(金)

13:00～14:30
4/19(金)・5/10(金)

4/22(月)・5/13(月)・6/10(月)・
7/22(月)・8/26(月)
13:00～15:00

4,000円/回

ルルベちゃんフリーレッスン
藤原かおる le salon chou chou

ルルベちゃん認定講師コース

受講料1,500円/回(税別)

4/12(金)・5/11(土)・6/8(土)・
7/17(水)・8/3(土)
10:00～12:30
※4/12のみ12:30～15:00

10,000円/回受講料5,000円/回(税別)

3/27(水)・4/17(水)・5/24(金)
6/16(日)・7/4(木)・8/22(木)
10:00～13:30
＊4/17、5/24 12:30～16:00

認定料6,000円

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

受講料15,000円/回(税別)(材料費込)

4/17(水)・6/27(木)・
8/22(木)10:00～15:00

2,500円/回受講料1,500円/回(税別)

4/12(金)・5/23(木)・
7/4(木)・8/4(日)
10:00～12:00

認定料5,000円 テキスト代1,500円

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
日本スカーフ＆ストールコーディネーター

スカーフ＆ストール
ミニアレンジ講座

ストールコーディネーター
ベーシック認定講座

受講料13,500円/回(税別)

4/25(木)・7/10(水)
10:00～15:00

受講料4,000円/回(税別)

5/29(水)・6/10(月)
7/24(水)10:30～13:00

認定料4,500円
受講料12,500円/回(税別)

5/15(水)・6/27(木)
10:00～12:30

1,500円

2,550円

500円500円

1,000円

1,000円

1,000円

【年中～小学生】

【年中～】

【年長～小学6年】

【小学4年～小学6年】

【小学3年～中学生】
【小学生】

【2ｶ月～2歳】

【中学生】

【小学5年～小学6年】

【ステップ 7ヵ月～2歳児未満】
【ジャンプ 2歳児～3歳児未満】

【年長】

コピー代

1,200円

3/25(月)
11:45 ～ 12:15

第1・3(金)13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

第2・4(月)10:30 ～ 12:00
3ヵ月全6回一括12,000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。

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。

3/29(金)
14:15 ～ 14:45

3/25(月)
11:00 ～ 11:30

受講料２,000円/回(税別)

5/22(水)・7/11(木)
13:00～16:00

3/26（火）
4/23（火）
5/28（火）
6/25(火)

7/23（火）
8/27（火）

太陽の塔・イースター
こどもの日・母の日
父の日・電車でおでかけ
七夕・記念日アート
（100日、バースデー、ハーフバースデー）
海・ロケット
海の世界・お月様

10:30～12:30
受講料2,200円/回（税別） 合同体験会

1,000円

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

写真提供：奈良市観光協会

写真提供：奈良市観光協会 写真提供：宝塚市社会教育課

10:30～13:00
受講料2,000円/回（税別）

2,000円/回 1,500円/回受講料1,500円/回(税別)

頭

足

アラブ音楽に乗って全身を使っ
て踊ります。インナーマッスルを
鍛え、美しく女性らしい身体を
作りましょう。楽しく踊ってスト
レス発散にもなります。講師は
多数のイベント出演や国内外の
国際大会の受賞歴があります。

天平文化の花咲く時代
に平城京に建立され、
鎌倉時代に中興の祖叡
尊により中世寺院とし
て整備された西大寺。
奈良時代末に建立され
た伎芸天で有名なお寺
秋篠寺。そんな大和の
古寺を訪れます。

鑑真和上が建立した唐招提寺。現在も残る天平伽藍
は、古代寺院の景観を現在に伝えています。古代日本
の歴史を追体験します。大和郡
山城は豊臣秀吉の実弟秀長に
より整備された当時百万石の
城。その後江戸時代中期には
柳沢吉保の子吉里が甲府より
転封されました。兵（つわもの）
の城の面影を探訪します。

要衝の地天王山の山麓にある大山崎町。サントリー
工場が著名ですが、歴史のある町です。そんな歴史
を大山崎歴史資料館で学び、室町時代に油座をもち
西日本のエゴマ油の流通
を掌握していた離宮八幡
宮を訪れた後、縁起の良い
名前として人気ある宝寺
の由緒と伝説にふれます。

歴史と文化の香る宝塚。その宝塚市小浜は、戦国時
代は真宗寺院を中核とする寺内町として成立し、江
戸時代は宿場町として栄えた場所です。実際に訪ね
て町の歴史と文化を追
体験します。さらにクー
ルジャパンの日本アニ
メの先駆者手塚治虫の
記念館を訪れます。

毎年5月恒例のいけだ薪能。
今年で20回目を迎えます。
池田市の地名にちなんで「石
橋（しゃっきょう）」を演じま
す。白・赤獅子の親子が出て
きて勇壮に舞います。当日使
用する装束、小道具、能面な
ど詳しく説明をいたします。
解説を聞き、日本の伝統芸能
の理解を深めましょう。

エイジングケアや不調の緩和、健康
に、より美しくを目指して、基本の
立ち方、あるき方を見直してみませ
んか。闇雲に歩数を増やすより、体
幹を活性化させ、美しい立ち居振る
舞いが身につきます。

お勤め、学校帰りのひとときに、気
分転換！フラガールになる夢が叶い
ます。初心者の方も勇気をだして
基礎から学びましょう。

いまや人生100歳時代。
笑ってナンボ！歩いてナ
ンボ！まずはお気軽に笑
い満載の体験にお越し
下さい！

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。

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。

眼の筋肉を鍛える眼球運
動と、眼に栄養と血液を送
り込むヨガポーズを組み
合わせることで脳の疲れ
もほぐします。

足は体の土台です。
足のバランスが崩れ
たら転びやすくなっ
たり姿勢が悪くなり
ます。専用ボールを
使って足裏を整えま
しょう。

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。

ツボ押しで経絡の流れを良くし、リンパマッサージやストレッチで内
臓の代謝を促しましょう。簡単セルフマッサージでメリハリのある体
にし、快適な毎日を過ごしましょう。

第1回ルルベちゃんコ
ンテストで準優勝の講
師が丁寧にお教えしま
す。針と糸を使わずに、
自分だけのオリジナル
ドールチャームが作れ
ます！大人気のレッスン
を是非この機会に！！

ルルベちゃん認定講師一日コー
スです。認定講師になると、ルル
ベちゃんの本体の購入や、フリー
レッスン、認定講師コースのレッ
スン販売などが出来るようにな
りますよ♪とても取得しやすい
価格設定と内容になっています
ので、趣味で沢山作りたい！とい
う方にもおすすめです！

きちんとした方法を知り、知識
を身につけた上で、ハーバリウ
ムデザイナーとして一緒に活
動しませんか？サロンメニュー
の追加、ネット販売やワークシ
ョップオーダーを受けていただ
いて、自由に活動が可能です。

可愛らしい癒しの新感覚フ
ラワーインテリアとして人
気！ボトルの中に広がるお
花の世界をご自身で作っ
てみませんか？

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。

1枚は持っているスカーフと
ストール！新しいアレンジで楽
しんでみませんか？夏は紫外
線除けやクーラ
ー対策に。

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
て活動できます。

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58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。
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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

アゼリアカルチャーカレッジ

《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

石
橋
駅

会場案内図

大阪→

京都→

梅田↓

←池田

←宝塚
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阪急宝塚線高架
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一方通行 市民文化会館
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［駐車場　 ］
  建物北側にあります

宣
真
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校

(池田市立 カルチャープラザ内)

入
会
と
受
講
の
ご
案
内

072-761-066010:00～17:00
（毎月第2火曜は休館）

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

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⬇

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：2019.3.1

免疫力UP! 導引気功教室
第1･3(火)10:15～11:30

バードカービング
第2･4(水)13:00～15:00

日本南京玉すだれ
第1(日)13:30～15:30

ボーカルアンサンブル/ウィークエンドジャズ＆ポップス
第3(月)13:30～15:30/第2・4(金)19:30～20:30


