
ダンス・舞踊・武道

美容・健康・癒し

音楽

生活文化

趣味教養

年賀状に篆刻(てんこく)を はじめてのDTM&作曲
井上耕一 作･編曲家　ギタリスト

パソコンで音楽を楽しみたい､デスク
トップミュージック(DTM)をはじめた
い方｡楽器の演奏が出来なくてもマウ
ス操作で曲が作れます。

無料面談：時間はお問い合わせ下さい

月2回(火)･（金）(1回30分)
時間はお問い合わせ下さい
月額5,100円(税別)

月2回(火)･（金）(1回30分)
時間はお問い合わせ下さい
月額6,100円(税別)

ギター教室
井上耕一 作･編曲家　ギタリスト

初めての方も､経験者の方も､ぜひこ
の機会にレッスンしてみませんか｡ア
コースティック､エレキ等､丁寧に楽し
く指導します｡

甲陽音楽学院クラシックギター科卒業

ギター教室（アコースティック・クラシック・エレキ）
①開沼建二郎

スペインギター協会専門会員③松田晃明
シンガーソングライター②すのう

憧れのギターにチャレンジしませんか！楽器が初めての方、楽譜が読めない方でも大丈夫。
初心者から上級者までレベルに合わせて丁寧に教えます。

①第2・4(月) 
[1回45分]15:00～21:00
月額7,000円～(税別)

②第1・3(水)
[1回30分]16:00～21:00
月額6,100円～(税別)

③第1・3(土)
[1回50分]10:00～16:00
月額8,500円～(税別)

1,500円時間はお問い合わせ下さい。
【中学生～】

1,500円時間はお問い合わせ下さい

～発声の基本を学ぼう！～声楽入門
樋本理英子

大阪音楽大学　声楽科
ピアニスト

いろんな音楽に対応できる発声法を
基礎から丁寧に指導します｡音楽が初
めての方も安心してご受講頂けます。

1,500円

第1・3(火)
[1回30分]13:00～20:00
月額5,100円(税別)

シニアからはじめる声楽レッスン
伊藤 静 大阪音楽大学　声楽科

ピアニスト

ストレッチ､発声練習の後､カンツォー
ネ､その他世界の名曲を歌うグループ
レッスンです♪※個人レッスンもござ
います｡お問合せ下さい｡

1,500円9/13(火）・10/11(火）
時間はお問い合わせ下さい。

9/20(火）・10/4(火）
時間はお問い合わせ下さい。

第2･4(火)10:30～12:00
月額3,500円(税別)

ファスティングマイスター
初級検定講座
ファスティングマイスター学院認定講師

ファスティングとはズバリ!断食のこと｡思い込
みで行う間違ったファスティングを学ぶこと
で、新陳代謝の乱れを正し､肌細胞を健康に保
つ知識と､デトックス効果で腸内環境が整うメ
カニズムを身につけられます｡ご家族の健康
維持とご自身の
新しいライフスタ
イルを手に入れ
ましょう｡

58,500円(税込)/テキスト･ライセンス発行料･年会費込

魅力あふれる特別コース
東寺貸切拝観と紅葉ライトアップ

真言宗総本山教王護国寺東寺僧侶

一般の夜間拝観に先駆けて入場して頂き、ご本尊
薬師如来を祀る金堂（国宝）･密教美術の宝庫と
いわれる講堂（重文）・堂本印象画伯の手による小
子房､襖絵(非公開)を､東寺職員によるご案内とと
もに特別に貸切で拝観いただきます。本坊客殿
にてお抹茶をお召し上がりいただいた後は、ライ
トアップされた日本で一番高い木造五重塔(国
宝）が美しく映
りこむ池を配し
た庭園と色鮮
やかな紅葉を
あわせてご覧
いただきます。

11/19(土)
16:30～18:00（ライトアップ後は自由解散）
        (会員）2,808円(税込) (一般）3,132円(税込)

可愛いビーズでネックレス作り
中井一恵 おれんじのかえるたん･ビーズデザイナー

オリジナルアクセサリー作りを楽しん
でみませんか｡人気のジュエリーを使
い､自分の好みに合わせてオリジナル
のアクセサリーを制作します｡

9/21･10/5(水)
10:30～12:30
受講料2,000円(税別)

池坊 いけばな
星野美由紀 華道家家元池坊講師

日本の文化・和の心をいけ花を通して
学んでみませんか。初めて習われる方
から経験のある方までそれぞれの程度
に応じて丁寧に指導致します。

9/6･10/25(火)16:00 ～

第4(火）16:00～20:00の間
月額2,100円(税別)

日曜日のプリザーブド
フラワーアレンジメント
香月れい

NFD1級(日本フラワーデザイン協会)
IFA認定講師(国際フラワーアレンジメント協会）

9/11･10/9(日)10:30 ～

第2(日)10:30～12:30
月額2,100円(税別)

肩甲骨ヨガ
Hisako

OM YOGA Group
認定インストラクター

ヨガ界で有名な峰岸道子師により考案された
メソッド｡肩こり改善､姿勢が美しくなる､代謝
アップ､体幹が強くなる､鎖骨が広がることで呼
吸が深くなり､副交感神経の活性化に繋がるな
ど､現代の悩みにフォーカスしたヨガです｡

1,500円9/15･29(木)10:00 ～

第1・3(木)10:00～11:15
月額3,800円(税別)

リラクゼーションヨガ
Hisako

OM YOGA Group
認定インストラクター Hisako

OM YOGA Group
認定インストラクター

リラックス効果の高い座位のポーズを中心に、
呼吸と共に緊張や疲れを解きほぐしていきま
す。初心者の方や、ゆったりとした時間を過ご
したい方にお勧めのクラスです。

1,500円9/15・29(木)13:30 ～

第1・3(木)13:30～14:45
月額3,500円(税別)

ハタフロー

始まりは呼吸に意識を向けながら優し
い流れで身体をほぐし、少しずつ熱量を
上げるポーズで代謝をアップ、終盤は穏
やかに深いリラックスへと導きます。

1,500円9/15･29(木)11:30 ～

第1・3(木)11:30～12:45
月額3,500円(税別)

健康ヒーリング教室
河原優子

非営利型一般社団法人
日本ヒーリング･サイエンス協会代表理事

体調不良で病院･薬で改善されな
いとお悩みの方､ヨガ･気功とは違
う新しいエネルギーレッスンをお
試し下さい｡

1,500円9/14･28（水）19:00 ～

第2・4(水)19:00～20:30
月額4,100円(税別)

大人のフラダンス
西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰 

ハワイからのやわらかな曲やリズ
ムに合わせて､ベーシックステップ
(基本)から､曲やリズムにそった踊
りを習得します｡

1,500円10/4･18(火)19:00 ～

第1･3(火)19:00～19：50
月額4,700円(税別)

結城宏香株式会社明治管理栄養士

親子で楽しくスポーツのための
カラダ作りの基礎知識が学べ､
美味しいプロテインを無料で試
飲していただけます♪夢をつか
む強いカラダへ！

9/11(日)14:00～15:00

簡単ヨガ(基本のハタヨガ）
佐藤久美子 京都ヨガ･IYC京都講師

身体の歪みを整えて､無理なく身体の柔軟性を高めて､ゆったり
おこなうヨガです｡自分の身体と心に向き合う素敵な時間を体
験していきます｡

1,500円9/21・10/5(水）10:00 ～

第1・3(水)
10:00～11:00
月額3,300円(税別)

～アルファベットの書道～カリグラフィー
松下和美 (公財)日本手芸普及協会カリグラフィー部門　指導員

美しい手書き文字で暮らしに彩りを添えませんか?季節のカードや作
品作りも楽しめます。資格取得も可能です。

9/26・10/10(月)13:00 ～

第2･4(月)13:00～15:00
月額4,200円(税別)

絵画教室（油絵・水彩・デッサン）
能勢まゆ子 洋画家　新制作協会協友

鉛筆デッサン・油絵・水彩画などお
好きな技法を用いて､やさしい静止
画からはじめましょう！！

第2・4(火) 13:30～15:30
第2・4(金) 16:00～18:00
月額4,600円(税別)

9/13・10/11(火）13:30 ～ 9/9・23(金）16:00 ～ 2,000円
［水彩・デッサン］300円、［油絵］900円※キャンパス持参の方300円のみ

始めてみましょうえんぴつ&色鉛筆画
HIROKI 画家

鉛筆でお友達やペットの写真・風
景を、あなたの手で楽しい絵に。
初心者も簡単に描ける裏ワザ手
法をお教えいたします。

第2・4(水)
19:15～20:45
月額4,100円(税別)

9/14・10/12(水）19:15 ～ 1,500円
100円

1,500円
1,000円

1,500円
300円

仏画教室ー日本画古典派ー
柳原朗月 国立大学教育学部卒

京都市立芸大卒　絵師

心の穏やかさ、心のケアが今ほど大切に思わ
れる時はないのではないでしょうか。仏像やそ
の教えについて、絵を描きながら学んでみま
せんか。初心者の方、大歓迎です。
第1・3(金) 
18:30～21:30
月額6,100円(税別)

9/16・10/7(金）18:30 ～ 1,500円
1,000円

2,000円
1,500円

はじめての篆刻（てんこく）
佐藤煒水 永陵社主宰

篆刻用の柔らかい石に､自分の名前の印
（はんこ）や自分の好きな言葉や､年賀状な
どに使う印（はんこ）や絵なども作ります｡

第4(火) 13:00～15:00
月額2,100円(税別)

9/27(火）13:00 ～ 1,500円
1,000円

フラワーアレンジ花空間
吉田美由紀 NPO法人C.F.D.A講師

花がもつ様々な魅了をアレンジを通
して発見してみませんか。癒しを求
める方から講師を目指すかたお待ち
してます。

第1・3(水)10:30～12:00
月額4,100円(税別)

9/21・10/5(水）10:30 ～ 1,500円
3,000円

ガーデニング
小林 健 日本ハンキングバスケット協会認定

ハンキングバスケットマスター

佐藤煒水 永陵社主宰

上窪光代

草花を用いて、寄せ植え鉢やハン
キングバスケットを制作し,自ら楽
しみながら魅せる園芸を初歩から
学びます。

第3(土)10:30～12:30
月額2,100円(税別)

9/17(土）10:30 ～ 1,500円
3,000円

簡単に描ける 筆文字教室
上條亜由美 筆文字で笑顔を届けるまぁちゃん

最近よく見る温かい文字を自分
で書いてみませんか。ちょっとし
たコツで誰でもその日から筆文
字が書けるようになります。
第2・4(金)
10:30～12:00
月額4,100円(税別)

1,500円9/9・10/14(金）10:30 ～

書・活 SHO・KATSU塾
石飛 篝 水明書道会　事務局長

基礎から創作作品まで幅
広くしっかり丁寧に指導致
します。

第1・3(火)
13:00～17:00
月額4,100円(税別)

1,500円9/20・10/4(火）13:00 ～

筆ペンとボールペンが同時に学べる講座
木村楓渓 暁書法学院講師

筆ペンとボールペン字が両方
学べます。基礎をしっかり伝
授し、美しく文字かける様指
導します。初心者大歓迎！

第1・3(金)13:00～15:00
月額3,100円(税別)

9/16･10/7(金)13：00～ 1,500円
500円

筆ペンはがき絵
木村楓渓 暁書法学院講師

カラー筆ペンで、はがきに四季
折々オリジナルの絵を描いて、一
文添えて完成。6色を使って多彩
な絵が楽しめます。

第1・3(金)10:30～12:00
月額3,100円(税別)

9/16･10/7(金)10:30 ～ 1,500円
500円

1,500円9/12・26(月）10:30 ～
9/8・10/13(木）13:30 ～

実用書とかな書道
北尾静香 日展作家

日本書芸院二科審査会員　読売書法会幹事

まず筆に慣れるところから始め、身近な実用
書や手紙を書いてみませんか。色紙や短冊
に書くのも楽しいですよ。

第1・2・4(月)
10:30～12:30
月額4,650円(税別)

第2・4(木)
13:30～15:30
月額3,100円(税別)

書道教室
加藤麗舟 京都嵯峨書院副会長

生涯学習として書道は最適。
漢字・かな・日常書・ペン字を
初心者から師範取得まで親切
丁寧に指導します。

第1・2・3(木)18:30～20:30
月額4,650円(税別)

1,500円9/15・10/6(木）18:30 ～

渡辺富美代の書道教室
渡辺富美代 日展　水穂会常任理事

初めての方でも気軽にご参加できま
す。太筆、細筆、ペン字、硬筆など実用書
から趣味の作品まで。

1,500円9/9･23(金）10:30 ～

月3回(金)
10:30～12:30
月額4,650円(税別)

月2回(金)
10:30～12:30
月額3,600円(税別)

コツがわかる大人の書道と硬筆
早川髙雲 明和書道代表

文化教育書道連盟関西支局長

今、必要なのは実用に耐え得る日常に役
立つ書です。美しくセンスの良い字を書く
ためのコツを指導します。

第1・3(土)
19:00～21:00
月額5,100円(税別)

1,500円9/17・10/1(土）19:00 ～

簡単な着付けと美しいマナー
平野恵未 京都きもの学院講師

ひとりで早く、美しくそして楽に
きものが着られるようになりま
す。入学・卒業式・などで、ご自分
で、きものを着てみませんか！

第2・4(水)10:30～12:30
月額4,100円(税別)

1,500円9/14・10/12(水）10:30 ～

巻いてワクワク♪デコずし講座

人気のキャラクターと車を巻こう♪

梶原典子 日本デコずし協会
デコ巻きずし認定講座マイスターインストラクター

動植物や歳時記に合わせたデコずしを作りま
す。基本２種類を作って頂き､出来上がったお
寿司は持ち帰って頂きます｡お弁当におもて
なしに大活躍間違いなしです｡
第4(木)10:30～12:00月額2,100円(税別) 

2,100円

手編みを楽しむ
中ノ堂順子 日本編物文化協会認定手編師範

棒針・かぎ針・アフガン編みの技法と
色彩の知識を深めながら、自分の作り
たい物にしていきます。基礎から丁寧
に指導いたします｡

第1・3(火)14:00～16:00
月額4,100円(税別)
随時無料見学

ポルトガル刺繍
さかえ あいこ
日本手工芸指導協会師範

毛糸をとじ針で刺していきます。
粗目の布を使うので目にやさしい刺
繍です。

第3(火)10:30～12:30
月額2,300円(税別)

9/20(火）10:30 ～ 1,500円
500円

1,500円

～布あそび～パッチワークキルト
～布遊び簡単なハンドメイド～コラージュ教室

①
②

中村俊美 日本手芸普及協会会員

①手作りって楽しい！布と糸、針があればポーチからベットカバーま
で作れます。毎日を心豊かにすごしませんか。②おしゃれな布やビー
ズ、ボタンなどを組み合わせ、簡単な刺繍を入れて可愛いナチュラ
ルな小物を作ります。かわいい雑貨が好きな方におススメです。
第1・3(水)①10:30～12:30②13:30～15:30
月額各4,100円(税別)

9/21・10/5(水）①10:30 ～②13:30 ～ 各1,500円
各1,000円

ふわふわ羊毛フェルト雑貨
吉村沢子 羊毛フェルト作家

羊毛を使って、マスコットやスィー
ツなどかわいい雑貨を作ってみま
せんか。初めての方でも楽しんで
頂けます。

第2(火)10:30～12:30
月額2,100円(税別)

9/13･10/11(火)10:30 ～ 1,500円
500円

～カラダの内側からアンチエイジング～パワーヨガ
広瀬あゆ サンクスヨガ主宰

1つのポーズをゆっくり行うヨガとは違い、呼吸を深めながら動
き続けるタイプのヨガです。無理のない有酸素運動で基礎代謝
を高めシェイプアップやダイエッ
トに効果的です。
第2・4(火)10:30～11:30
第2・4(土)12:00～13:00
月額3,300円(税別)

1,500円9/13・27(火)10:30 ～
9/10・24(土）12:00 ～

アロマ ヨガ
～アロマの香りに癒されて～初心者向け 優しいヨガ

①
②

吉田陽子 ヨーガ療法学会認定
ヨーガ療法士

①アロマの香りの中でヨガを行います。ゆったり穏やかなリラックスタイ
ムを体験しませんか。②初めての方でも無理なく楽しく始めることが出
来るヨガクラスです。高齢の方、身体が動きづらい方にも最適です。
第1・3(土)

月額各3,100円(税別)

①12:00～13:00
②13:30～14:30

各1,500円9/17・10/1(土）①12:00 ～②13:30 ～

お勤め帰りのキレイヨガ
NORIKO IYCキレイになるヨガ認定講師

IYCヨガインストラクター

心をリラックスさせ、身体を芯から温め
ます。本格的にヨガを始める前の方や、
運動不足の方に最適です。お勤め帰り
に始めてみませんか。
第1・3(木)
18:20～19:20・19:30～20:30
月額3,300円(税別)

1,500円9/15･10/6（木)18:20 ～･19:30 ～

キレイになるヨガ
NORIKO IYCキレイになるヨガ認定講師

IYCヨガインストラクター
心をリラックスさせ、身体を芯から温めま
す。ゆったりとした呼吸でカラダをのば
していきましょう。本格的にヨガを始める
前の方や、運動不足の方に最適です。

第2・4(金)
10:45～12:00
月額3,300円(税別)

1,500円9/23・30(金)10:45 ～

　 やさしいボールDEピラティス
ボールDEピラティス

①
②

北澤珠里 元宝塚歌劇団

小さいボールを使い、インナーマッスルを鍛え、しなやか
で強い持久力ある筋肉作りを目指すエクササイズです。

月額各3,100円(税別)

①第2・4(火)13:00～14:00
②第2・4(日)10:30～11:30

各1,500円①9/13・10/11(火)13:00 ～
②9/11・9/25(日）10:30 ～

初めてのストレッチ&バーレッスン
西尾優実花 京都バレエ専門学校講師

バレエのストレッチと、基礎のバーレッスンも行
い、柔軟性を高め、引き締まった体作りを目指し
ます。バレエの経験のない方でも大丈夫です。

第2・4(月) 、第1・3(木)
10:00～11:00
月額3,700円(税別)

1,500円9/12･26(月）10:00 ～
9/15･10/6(木)10:00 ～

3Bストレッチ体操
やさしい3Bストレッチ体操

①
②

藤井佐智子 公益社団法人
日本3B体操協会公認指導者

①ストレッチは筋肉をほぐし柔軟性を高めケガを防止します。体力年齢を若返ら
せましょう。②これから無理なく身体を動かしたい方の為の月2回のコースです。
①月4回(水)11:30～12:30
②第2・4(水)10:15～11:15
①月額4,200円(税別)②月額2,500円(税別)

各1,500円①9/14･10/12(水)11:30 ～
②9/14・10/12(水）10:15 ～

楽々整体健康法
山口明代 楽々整体ナビゲーター

静かな音楽の流れる中で呼吸と共に丁寧に隅々
まで身体を動かします。気持よく続ければ自然に
体力もついていきます。

第1・3(水)
13:00～14:10
月額3,150円(税別)

1,500円9/21･10/5(水）13:00 ～

ヨーガ〔体にやさしいヨガ〕
山本紋子 ヘルシー・ヨーガ主宰

ポーズを中心に一つ一つ説明を加えながら進めて行きます。個
人の体力・柔軟度に合わせて無理なく受講して頂けます。

月3～4回(木)
13:30～15:00
月額5,500円(税別)

1,500円9/15･10/6(木）13:30 ～

はじめてのフラ・ダンス
歌津せつ子
ハラウ フラ カ レイ キニ

初心者の方のクラスです。基本姿勢
から親切丁寧に指導します。フラの
衣装を着て舞台に出てみませんか。

第1・3(金)10:30～12:00
月額4,100円(税別)

1,500円9/16・10/7(金）10:30 ～

①月3～4回(火)13:30～15:00
②第1・3(日)10:30～12:00
①月額6,200円(税別)②月額4,100円(税別)

1,500円①9/13・27(火）13:30 ～
②9/18･10/2(日）10:30 ～

ハワイアン・フラ
歌津せつ子 ハラウ フラ カ レイ キニ

ハワイアンの調べにのり、愛､自然などを体全体で
表現するダンスです。幅広い年齢の方に親しまれ
る軽い運動で心身ともに健康になりましょう。

　 オリエンタルベリーダンス(初めて～初級クラス)
オリエンタルベリーダンス

コラボ企画！x

①
②

Sammy オリエンタルベリーダンサー
年齢を問わず人気のベリーダンスは優雅で女
性らしい動きが多くダンスが初めての方でも
大丈夫！基礎からゆっくり丁寧に指導致しま
す。美しいしなやかボディを目指しましょう
第2・4(木)
月額4,100円(税別)

①10:00～11:15②11:15～12:30

1,500円9/8･10/13(木）10:00 ～・11:15 ～

社交ダンス
羽田野桂子 日本ボールルームダンス連盟

京都府プロダンスインストラクター協会
元競技選手として活躍した､JBDFプ
ロダンスインストラクターがやさしく
丁寧に指導致します。
月3回(日)

個人レッスン25分4,500円（税別）(1回)
月額(税別)〔初級〕4,200円・〔中級〕4,800円・〔上級〕5,250円
13:00～13:50〔初級〕・14:00～15:00〔中級〕・15:10～16:10〔上級〕

1,500円9/18･10/2(日）13:00 ～

社交ダンスを楽しむ
川島久美子 日本ボールルームダンス連盟

京都府プロダンスインストラクター協会

ボディのシェイプアップ・社交性が楽しく
踊っている間に身に付きます。初めての方
も大歓迎です！！
月3～4回(月)
14:00～15:00〔初級〕
15:10～16:10〔中級〕
月額(税別)〔初級〕4,150円・〔中級〕5,150円

個人レッスン
～1回30分～
3,800円(税別)

1,500円9/12・10/3(月）14:00 ～ 15:10 ～

円心空手
矢頭裕二

国際空手道円心会館滋賀支部長
円心会館世界大会「ワールド・サバキチャレンジ2001」
ライト級チャンピオン

円心空手は打撃技はもちろん掴み投げもあり円運動を利用
した技術サバキが特徴です。一緒に心身を強くしませんか
◆月3～4回(金)
　18:30～19:45〔中学生〕
　19:55～21:20〔高校生～一般〕
◆月3～4回(火)
　20:00～21:15〔高校生～一般〕
月額(税別)〔中学生〕5,700円・〔高校生以上〕6,200円

1,500円（高校生以上）

心身を鍛える武道 合気道
入江康仁 合気道五段・

公益財団法人合気会登録団体

礼儀作法を大切に、人と人とのつながりを
感じ合い、のびやかな心をはぐくんでいき
ます。好評により増設クラスが出来ました。

第1・3(日)
16:30～17:45・18:00～19:15
月額3,300円(税別)

1,500円

【高校生～】

9/18･10/9（日）16:30 ～･18:00 ～

声を楽しむ 声楽教室
安田旺司 声楽家　バリトン歌手

呼吸や発声をマスターし、イタリヤや日本
の歌曲からオペラ・アリア等お好きな曲を
使いレッスンします。
第2・4(火)
[1回45分]13:30～21:00
月額6,600円(税別)

9/13・10/11(火) 
時間はお問い合わせ下さい。

1,500円
体験は30分

ヴォイストレーニング
Guts 大阪音楽大学ジャズ・ポピュラーヴォーカル科卒

ヴォーカリスト

基本的な発声方法からリズムの感じ方、歌
の中で使える表現方法やテクニックなど個
人の要望に合わせてレッスンしていきます。

第2・4(日)
[1回30分]10:30～13:30
月額6,100円(税別)

1,500円9/11・9/25(日)
時間はお問い合わせ下さい。

PMSアコースティックギター
松本春樹 ヤマハPMS専属講師

初心者初級者を対象に簡単な曲からマ
スターしていきます。
月3回(日)
19:00～20:00〔上級〕
20:00～21:00〔初級・中級〕
月額8,000円～(税別)

9/18(日) 
時間はお問い合わせ下さい。

カラオケ教室
松岡徹二 松岡音楽事務所所長

十八番をもっと上手に歌えるようにな
りませんか。カラオケで心も体も健康に
なりましょう。
第2・4(月)
10:30～12:00・13:30～15:00
月額4,100円(税別)

1,500円9/12・10/24(月）
10:30 ～･13:30 ～

中高年の為のいきいきサークル歌おうみんなで
平松ひろみ 京都国際音楽療法センター所属

melody music salon主宰

「一人で歌うのはちょっと・・・」そう思って
おられる方もアットホームな雰囲気で楽し
く一緒に歌ってみませんか。

第1・3(金) 10:30～11:45
月額3,100円(税別)

1,500円9/16･10/7(金) 10:30 ～

楽しいウクレレ弾き歌い
今津マス子 ヒロ山﨑ウクレレ教室卒業生

楽譜が読めない方でも、楽器が
初めてという方も歌に合わせて
ウクレレで伴奏が出来ます♪♪

第2・4(金)
13:00～14:00
月額5,100円(税別)

1,500円9/9・10/14(金) 13:00 ～

沖縄三線～沖縄の風に吹かれて～
涼(りょう）沖縄･島の唄　涼風会代表琉球民謡伝統協会大阪南支部支部長

どなたにも簡単で楽しめて、心安らぐ三
線を奏でてみませんか。沖縄の優しくゆっ
たりとした時間を感じて下さいませ。

第1・3(日)15:30～17:30
月額5,000円(税別)

1,500円9/18・10/2(日）15：30～

やさしい大正琴
大西いつ子 京都琴山流

JEUGIAフォーラム講師

童謡、演歌からクラシック・ポピュラー
まで幅広いジャンルが楽しめる大正
琴。音楽で心のリフレッシュを！

第1・3(金)[1回30分]
時間はお問合わせください
月額4,100円(税別)

1,500円9/16・10/7(金)
時間はお問い合わせ下さい。

楽しいマンドリン
多武和民 マンドリン奏者

愛らしい音色で心豊かに！お洒落な楽器マ
ンドリンを奏でてみませんか。初心者・経
験者問いません。
第2・4(水)
[1回45分]16:00～21:00
月額9,000円(税別)

1,500円9/14・10/12(水)
時間はお問い合わせ下さい。

誰でも出来るサックス
中尾健太

サックスは誰でも出来る楽器ですが、追求のし
甲斐のある楽器です。レッスンを通じて感性豊
かなサックスライフを始めましょう！

第1・3(月)
[1回50分]17:00～20:00
月額10,000円～(税別)

1,500円9/19・10/3(月) 
時間はお問い合わせ下さい。

【小学生～】 クラリネット
浦田真奈美 東京音楽大学大学院科目等履修修了

クラリネット奏者サックス奏者

様々な表情を見せ、吹奏楽でもメロディー
を受け持つ楽器です。基礎から指導いた
します。
第1・3(日)[1回50分]
時間はお問合せください
月額7,000円～(税別)

9/18(日)
時間はお問い合わせ下さい。

【中学生以上】

1,500円
楽器持参の方のみ体験可

中国二胡
釋 百恵 音楽教室講師

楽譜が全く読めない方でも、基礎から丁寧に指導致
します｡日本の唱歌など馴染みのある曲から始め､
中国の名曲をじっくり練習していきます｡

三味線教室（地唄）・筝曲
久保春吉 生田流箏曲　新絃社大師範

初めての方も経験のある方も個人レッ
スンなのでご自分のペースでお稽古
していただけます。

第2・4(金)
[1回30分]10:30～12:00
月額5,100円(税別) 

1,500円9/9・10/14(金)
時間はお問い合わせ下さい。

第1・3(木)[1回30分] 
時間はお問合せください
月額6,100円(税別)

1,500円9/15･10/6（木）
時間はお問い合わせ下さい。

ポピュラー&ジャズピアノ
今井祐岐 ジャズ&ボサノヴァミュージシャン

楽しみながら実力アップ。プロの講師による実
践的なレッスンです。バンド形式の発表会等楽
しいイベントも。
第1・3(日) 12:30～21:00
[1回30分]月額7,000円(税別)
[1回60分]月額10,000円(税別)

1,500円9/18・10/2(日）
時間はお問い合わせ下さい。

【高校生以上】 趣味ピアノ中高年レッスン
廣庭裕子 HIROKO音楽教室主宰

大人になってからピアノを始めたい方
にも無理なく学べるカリキュラムをご
用意しています。

[1回30分]
曜日･時間はお問合せください
月額4,100円(税別)

1,500円曜日・時間はお問い合わせ下さい。

①癒しの音色オカリナ教室
②フルート教室

南 冴子 相愛大学卒業

素敵な音楽を奏でませんか。始めてみたい
と思う人から、人前での演奏を目指す人ま
で、上達のコツをお教えします。
第1・3(火)[1回45分]13:00～18:00
月額①5,000円～(税別)②6,000円～(税別)

1,500円9/20・10/4(火)
時間はお問い合わせ下さい。

【11歳以上】 チェロ
伊原直子 京都市立芸術大学卒業

チェロの好きな人、一緒に楽しく演奏しませ
んか？基礎からきちんと教えます。

第1・3(日)
[1回45分]10:00～13:00
月額7,000円～(税別)

時間はお問い合わせ下さい。 1,500円
楽器持参の方のみ体験可

バイオリン教室
①野田 薫 同志社女子大学学芸学部音楽学科卒　室内楽演奏会で活躍中
②吉田真由美 愛知県立芸術大学卒業

個人のレベルに合わせて、幅広く対応します。正しい姿勢、楽
器の持ち方から、高度なテクニックまで追求していきます。
①月3回(金)[1回30分]
　16:00～21:00 月額7,700円～(税別)
②第1・3(水)[1回30分]
　19:00～21:00 月額5,100円～(税別)

①1,500円
②面談のみ時間はお問い合わせ下さい。

【4歳～】

(月)(火)(水)(土)(日) 60分
月額10,200円(税別)

ご希望日時をお知らせください １講座1時間2,000円（税別）

～自分のペースで始めましょう～パソコン(個人)

パソコン･スマホ･タブレット特別講座

レベルと目的に合わせて、プロの
ベテラン講師がマンツーマンで指導します。
☆ワード・エクセル・アクセス☆パワーポイント・インターネット
☆デジカメ写真の加工☆ホームページ・ブログ作成☆動画の編集・DVD作成

板山幸治 パソコンスクール i passo代表

日時はお問い合わせ下さい

美しいセルフジェルネイル
石田ゆうこ ネイルサロンプルミエ主宰

sacra認定エデュケーター
ジェルネイルは爪にゲル状の樹脂を塗り
UVライトに照射して硬化させるので長持
ちし装着感も軽いのが特徴。初心者の方に
も安心・安全に学べます。楽しくレッスンを
始めてみませんか。
第1・3(水)10:00～12:00
3ヶ月6回12,000円(税別)

9/21(水)10:00 ～

全6回

1,500円

第1・3(水)15:00～16:00
月額4,100円(税別)

話したくなる大人の役立つ英会話
経験豊富な日本人講師が英語を学ぶ楽しさを丁寧に指導
します。旅行先でとっさの一言、すぐに役立つ表現力を簡
単な英語で話せる事を目指します。

岸野明美 英語教室主宰

9/21・10/5(水）15:00 ～

第2・4(火)15:30～17:00
月額4,100円(税別)

1,500円

はじめての韓国語

韓国語を楽しく基礎から学びましょう。
これから学習を始めたい方が対象のクラ
スです。※中級クラス・個人レッスンもご
ざいます。

秋山公平 韓国語講師　韓国語通訳・翻訳

9/13・9/27(火）15:30 ～

第1・3(木)10:30～12:00
月額4,100円(税別)

初めての中国語
上海生活10年の経験を生かし、
やさしい会話に地理、生活習慣、
歌などを取り入れた楽しい講座
です。

藤井信幸 元上海大学講師

1,500円9/15・10/6(木）10:30 ～ 50円

第2・4(木)10:30～12:00
月額6,000円(税別)

～電話対応技能検定資格取得に対応～
好感をもたれる話し方教室

人前での話し方、自己紹介、テーブ
ルスピーチ、朝礼、初対面の方との
話し方、資格を取りたい方どうぞ！

9/8・10/13(木）10:30 ～

藤谷昭子 他 元KBSアナウンサー
電話対応技能検定指導者・審査員

1,500円

心に響く『朗読教室』

声を出すこと、発声は健康の為にとても
いいといわれています。朗読によりあな
たの内面性を表現することはとても楽
しいことです。

9/8・10/13(木）13:00 ～

第2・4(木)13:00～15:00
月額4,100円(税別)

藤谷昭子 他 元KBSアナウンサー
電話対応技能検定指導者・審査員

第1(火)10:30～12:30
第3(火)撮影実習日
月額5,100円(税別)

デジタル写真
デジタルカメラを使い、楽しい写真表現の方法を勉強します。
Photoshopの基礎や組写真の作り
方も教えます。撮影実習もあります。

山本偉紀夫 日本写真家協会(JPS) 日本写真芸術学会

10/4(火）10:30 ～

プロが教える家庭でできるヘアーカット講座
私も美容師！前髪は自分で切りたい！ご
家族やお友達にヘアーカットをしてあ
げたい。在宅介護中の方にもおすすめ
の講座です。

中村隆明 CH北山ヘアーカット研修会代表

第2・4(金)13:30～15:30
月額4,100円(税別)

1,500円
カットウィッグを使っての体験会

9/23・30(金）
13:30 ～

横木ジョージのあなたもマジシャン

第2(金)13:00～14:30
全6回13,200円(税別)

習ったその日からあなたもマジシャン！
テーブルマジックからステージマジック
まで。TVや舞台でおなじみのプロマジ
シャンが初心者でも直接指導致します。

横木ジョージ 横木マジック研究所代表
吉本興業所属・奇術師

9/9･10/14(金）13:00 ～
2,000円1,000円(通常体験料2,200円)

全6回

第2・4(木)10:30～12:00月額5,100円(税別)
9/8・10/13(木)10:30 ～

はじめての手相入門
手のひらの線(相)には、それぞれ名称や意味があ
ります。実際の線を見て鑑定していく講座です。

藤原萠乃 NPO法人神戸国際占術協会会員

人相＆手相講座
2,500円(税別) 500円（税別）

9/8･22（木）13:00～14:30

3ヶ月6回
第3(木)第2･4(金）16:00～17:30
(個人)18,000円(税別)
(グループ)12,000円(税別)

星のタロット入門
見えない心の中も未来もタロットが全て
示してくれます。星座と天体によるカード
カード解読法を学び、タロットの英知を手
に入れましょう。

Galgano実花 開運館E＆E所属鑑定士

9/15(木)16：00～
1,000円(プチ鑑定付)

入会金不要の1day特別講座 1日なら参加できる！という方におすすめの《1day習い事》にぜひ参加してみませんか！

ママといっしょにベビーリトミック
リトミックで子どもの可能性を弾
ませましょう。ママと一緒にお歌を
うたったり､リズムに合わせて踊っ
たりしましょう。

9/20(火)･10/7(金)･18(火)
1歳児 10:30～11:10
2歳児 11:30～12:15

1,500円(税別)

奥野真由美 ヤマハJEUGIAjet認定講師
スマイル・リズムリトミック認定講師

全1回 ～可愛くデコレーション～アイシングクッキーを作ろう

クッキーを可愛くデコレーションし大
切な人にプレゼントしませんか。初心
者でも簡単に可愛らしくできます。

9/25・10/23(日)
10:30～12:30

2,000円(税別)

長谷川幸樹
製菓アーティスト

※締切各日3日前

1,500円（税別）

1,000円（税別）

全1回

耳つぼジュエリー協会認定初級講座
なかち智子 EJA耳つぼジュエリー協会認定講師

耳には足の裏とおなじようにいくつも
のつぼが存在します｡スワロフスキー
の下にチタンがついていてつぼを刺激
することにより体調や体質改善のお手
伝いをします｡受講後､協会認定のディ
プロマを発行します｡サロン開業やイ
ベント参加も可能です｡
9/27(火)･10/30(日)･11/29(火)
10：30～12：30
※お申込みは開催日の前日まで

4,000円(税別)
12,000円（税別）

全1回TCカラーセラピスト養成講座
古保とよ美 TCカラートレーナー

家族や周囲の人を癒すことを目的
としたカラーセラピーシステム。14
本のカラーボトルと解説書を付け
た一日5時間の受講で「TCカラーセ
ラピスト」の資格が取得できます。

9/25・10/23(日)
10:30～16:30
※お申込みは開催日の1週間前まで

10,000円(税込) 9,000円（税込）

一日こどもかけっこ･とび箱教室

苦手を克服しましょう！ベテラン講師が不得意分野をやさ
しくていねいに指導します｡
｢できた！｣が子供たちを成長させます。

9/25(日)
①かけっこ(幼児)13:00～13:50
②かけっこ(小学生)14:00～14:50
③とび箱(小学生)15:00～15:50

各2,000円(税別) 保険料各100円(税別)

山本晃一 ガツスポキッズスクール代表

ちぎり絵で干支(酉)の色紙をつくりましょう

成長期のカラダ作りのための栄養講座

全1回

全1回

全1回 全1回

全1回

クリスマスカードを作りましょう♪

人気講座につき増設！

(増設クラス)

10/9(日)10:30 ～ 12:00500円(税込)（親子での参加はお子様無料)

11/15･29（火）10:30～12:00
3,000円(税別) 1,000円（税別）

11/8（火）13:00～15:00
1,500円(税別) 1,000円（税別）

11/14（月）10:30～12:30 1,500円（税別）
500円（税別）

9/29（木）10:30～12:00 2,100円（税別） 1,500円

10/22(土)
10:30～16:30
(1時間休憩)

ピアノ［3ヶ月10回］・［月2回］
青地政美・伊藤 静・今井祐岐・奥野真由美・木下めぐみ・黒木俊美・
佐桑利佳・田井章子・辻 優子・長原裕美・廣庭裕子・樋本理英子

レベルに合わせてキメ細かい指導を致します。　
3ヶ月10回
(火)(水)(木)(金)(土)[1回30分]
時間はお問い合わせください
月額8,500円～(税別)

月2回
(月)(火)(水)(木)(金)(土)[1回30分]
時間はお問合せください
月額5,200円～(税別)

1,500円随時体験時間はお問い合わせ下さい。

【3歳～】

お水の必要はなく、インテリアとしてもお使
いいただけるプリザーブドフラワーを使った
アレンジ講座です。

JEUGIAカルチャーWEB検索は体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 ホームページ イオン洛南075-691-141510:00～20:00


