
ピアノ［3ヶ月10回］・［月2回］
鹿野未帆・青地政美・今井祐岐・奥野真由美・木下めぐみ
佐桑利佳・田井章子・長原裕美・廣庭裕子・樋本理英子・村田美香

レベルに合わせてキメ細かい指導を致します。　

月3～4回
(火)(水)(木)(金)(土)(日)[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)(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～】

生活文化

3/3・4/7(金)10:30 ～ 1,500円
1,500円

第1(金)10:30 ～ 12:30
月額①2,100円②2,500円(税別)

①タイルクラフトお楽しみ講座
②タイルクラフトディプロマ講座

色や素材も豊富で耐久性にすぐれたタイルを
使って、実用的で素敵な雑貨作りをお楽しみ
いただけます。認定後は､作家や講師などの活
動の幅が広がります｡

坂根美穂 日本ヴォーグ社タイルクラフト認定講師

3/18・4/22(土)10:15 ～ 1,500円
500円

第3(土)10:15 ～ 11:45
月額2,400円(税別)

縁起を招く花文字を描き飾りましょう
吉祥花文字教室

花文字とは､中国で生まれた縁起の良い文字
です｡花文字を基礎から学び､龍･竹･鳥など
でそれぞれ意味のある吉祥絵を覚え組み合
わせてひらがな､漢字に変形させていきます｡

國井良恵 花文字ソムリエ協会理事長

3/17・4/21(金)10:00 ～ 1,500円
500円

第3(金）10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

パステルアートな時間

パステルという画材を使って指でくる
くると描いていきます。消しゴムで消す
ことも可｡絵が苦手な方でも安心して
心温まるアートを描くことが出来ます。

MARU パステル和(NAGOMI)
アートインストラクター

3/23・30(木）13：00～ 1,500円
500円

第2・4(木)13:00 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

本物そっくり♪ミニチュアフード教室

樹脂粘土を使って、１２分の1サイズの
小さくて可愛らしいミニチュアフード
を作りましょう｡１～３ヵ月をかけて一
つの作品を作り上げていきます｡

北川志保 ミニチュア作家

3/11・4/8(土)14:00 ～ 1,500円
1,000円

第2(土)14:00 ～ 15:30
月額2,100円(税別)

ミニチュア粘土細工
「スイーツとフルーツの世界」

色とりどりの樹脂粘土を丸めてお人形サイズ
の小さなスイーツやフードを作ります。ドール
ハウス風にレイアウトし､あなただけのプチワ
ールドを創作してみましょう。

野中佐江子 ミニチュアワークス
yumenonaka

3/14(火)10:30 ～ 1,500円
1,000円

第2(火)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

スクラップブッキング

幼稚園や学校で購入した写真､かわ
いいペットの写真が袋のまま眠って
いませんか｡簡単可愛い手作りアル
バムで思い出を残しましょう｡

村上彩子 クリエイティブメモリーズ公認
アルバムアドバイザー

3/18･4/1(土)10:30 ～・13:00 ～ 1,500円
500円

第1･3(土）
10:30 ～ 12:00・13:00 ～ 14:30
月額4,100円(税別)

はじめてでもわかりやすい
おしゃれなイラスト教室

画材の違いを楽しみながら物の見方、基
礎からコツまで!!描いてみたい!を一緒に
しませんか♪

嶋野絵美 イラストレーター

2/28･3/28(火)10:30 ～ 1,500円
500円

第4(火)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

ハワイアンリボンレイ
アーヌエヌエ教室

ハワイアンリボンレイの技法を使ったア
レンジ小物作りをお楽しみ頂けます。本
格的なレイも楽しんでいただけます。

山根理恵 ハワイ州HOKU CRAFT協会
公認インストラクター

3/9・4/13(木)10:30 ～ 1,500円
500円

第2(木)10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

はじめての彫紙アート

重ねた色紙をナイフ一本で彫り、紙
本来の色や質感をいかし、奥行のあ
る作品を作ります。

濵井もとこ JCAA彫紙アート協会認定
上級インストラクター

3/3・4/21(金）
10:30 ～

1,500円
1,800円(焼成代含む)

第3(金)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

はじめてのポーセラーツ

シール感覚で転写できる転写
紙を真っ白な白磁に貼って、本
格的に使用できる食器やインテ
リア小物を作ってみませんか。

大橋弘江 ポーセラーツサロンBonheur主宰

3/16・30(木)10:30 ～ 1,500円
2,000円

第1・3(木)
10:30 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

トールペインティング

木やブリキの缶等、身の回り
の素材にアクリル絵の具で花
や風景、動物を描きます。

木田孝子 南風原薫子フォークアート
ペインティングアソシエーション講師

3/16・30(木)13:30 ～ 1,500円
2,000円

第1・3(木)13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

デコパージュ

17世紀の宮廷婦人たちも調度や壁掛け
作りを楽しみました。いま新たな姿で蘇
り誰でも楽しめるホビークラフトになり
ました。

木田孝子 タカコ・キダDoスタジオ 主宰
デコパージュマイスター

3/11・25(土)10:00 ～ 1,500円
1,000円

第2・4(土)10:00 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

ステンドグラス

光にきらめくステンドグラス、あなたにも
作れます。初心者でも丁寧に指導します
ので、気軽にチャレンジしてください。

秋山沐蓮 ステンドグラス講師

3/14・4/11(火)10:30 ～ 1,500円
1,000円

第2(火)10:30 ～ 12:30
月額2,800円(税別)

カルトナージュ

カルトナージュ作品にクロスステッ
チ、ビーズ刺しゅうをプラスした個
性的な布箱作りを楽しみましょう。

熊谷智恵 カルトナージュ講師

3/7･21(火)10:30 ～ 1,500円
1,500円

第1・3(火)10:30 ～ 12:00
月額3,600円(税別)

～ステンドグラス風～グラスアート

ステンドグラス風の雰囲気を手軽
に楽しめるアートです。美しい光
の色を一緒に楽しみましょう。

加藤みち代 日本グラスアート協会
インストラクター

4/10(月）10:30 ～ 1,500円
1,000円

第2(月)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

スワロフスキーでキラキラアクセサリー作り
グル―デコ

特殊粘土とスワロフスキーで世界に一つ
だけのオリジナルアクセサリーが作れま
す。一緒にキラキラ☆しませんか。

Yasuyo 日本グル―デコ協会認定講師
Leather Shine　Deco認定講師

3/27･4/17(月）10:30 ～ 1,500円
1,100円

第3(月)10:30 ～ 12:30
月額1,900円(税別)

アート工芸盆栽

白い布(サテン･絹)に手染めし花弁や葉に
こてをあて､本物そっくりの素敵な鉢植えを
完成させます｡持ち帰り､すぐに飾れます。
9月･･ぶどう　10月･･オレガノ

門 順子 アート工芸盆栽家「趣」

3/14・28(火）10:30 1,500円
2,000円

第2・4(火)10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

シルバージュエリー

世界で初めて開発された純金粘土
を用いあなただけのオリジナルアク
セサリーを手作りしてみませんか？

長谷川美生 シルバークレイアカデミー講師

3/11･25(土)10:30 ～ 1,500円
2,000円

第2・4(土)10:30 ～ 13:30
月額4,100円(税別)

くらしにアート 木彫教室

もの作りの楽しさを思い切り味わ
える木彫クラフト。まずは素敵な
「バラの手鏡」づくりからはじめま
しょう。

辻井雅子 木彫アトリエ「雅夢」主宰

3/14・28(火）13:30 ～　3/10・24(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

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

絵画教室(油絵・水彩・デッサン)

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

能勢まゆ子 洋画家
新制作協会協友

3/8・22(水)19:15 ～ 1,500円
100円

第2・4(水)19:15 ～ 20:45
月額4,100円(税別)

始めてみましょうえんぴつ＆色鉛筆画

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。

HIROKI 画家

3/3・17(金)18:30 ～ 1,500円
1,000円

第1・3(金)18:30 ～ 21:30
月額6,100円(税別)

仏画教室ー日本画古典派ー

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。

柳原朗月 国立大学教育学部卒
京都市立芸大卒　絵師

3/14･4/11(火)13：00～ 1,500円
1,000円

第2(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

しゅんこうの和紙ちぎり絵

四季折々の花々、静物、風景を、優しい
風合いの和紙をちぎって貼り、一枚の
絵にしていきます。初めての方でも気
軽に制作することが出来ます。

上窪光代 しゅんこう認定講師

3/3・4/7(金)13:30 ～ 1,500円
500円

第1(金)13:30 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

自分らしさを楽しく描く絵てがみ教室

たった一枚のはがきが人の心と心を結ぶ…
絵てがみ始めてみませんか?絵や文字が苦
手でも大丈夫｡どなたでも描けるようにな
ります。

小松原晴子 ウエストの絵てがみ講師

大人になっても困らないよう、基礎を身につけながら、美しい字に目を向けさせるよう指導します。

音楽

趣味教養

香月 麗 占いカウンセラー
占いカウンセラー

【高校生以上】

3/5・19(日）
時間はお問い合わせ下さい 1,500円

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)

ポピュラー&ジャズピアノ

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。

今井祐岐 ジャズ＆ボサノヴァミュージシャン

曜日・時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

［1回30分］
曜日･時間はお問合せください
月額4,100円(税別)

趣味ピアノ中高年レッスン

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。

廣庭裕子 HIROKO音楽教室主宰

3/12・26(日)時間はお問い合わせ下さい。

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)

PMSアコースティックギター

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。

松本春樹 ヤマハPMS専属講師

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)

はじめてのDTM&作曲

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。

井上耕一 作･編曲家　ギタリスト

3/10・24(金) 13:00 ～ 1,500円

第2・4(金)13:00 ～ 14:00
月額5,100円(税別)

楽しいウクレレ弾き歌い

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♪♪

今津マス子 ヒロ山﨑ウクレレ教室卒業生

3/5・19(日)15：30～ 1,500円

第1・3(日)15:30 ～ 17：30
月額5,000円(税別)

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)

沖縄三線～沖縄の風に吹かれて～

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。

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

日時はお問い合わせ下さい｡ 1,500円

初めての二胡教室

3/3・17(金)
時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

やさしい大正琴

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)

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！

大西いつ子 京都琴山流
JEUGIAフォーラム講師

3/10・24 (金)
時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

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

三味線教室（地唄）・筝曲

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。

久保春吉 生田流箏曲　新絃社大師範

3/8・22(水)
時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

第2・4(水)
［1回45分］)16:00 ～ 21:00
月額9,000円(税別)

楽しいマンドリン

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。

多武和民 マンドリン奏者

時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

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

チェロ

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。

伊原直子 京都市立芸術大学卒業

【小学生～】 【中学生以上】

3/6・20(月)
時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

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

誰でも出来るサックス

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！

中尾健太 サックス奏者

3/5･19(日) 
時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

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)

クラリネット

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。

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

3/3･17(金)10:30 ～ 1,500円

第1･3(金)10:30 ～ 11:45
月額3,100円(税別)

中高年の為のいきいきサークル歌おうみんなで

｢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。

平松ひろみ 京都国際音楽療法センター所属
melody music salon主宰

2/27・3/13(月)
10:30 ～･13:30 ～ 1,500円

第2・4(月)
10:30 ～ 12:00・13:30 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

カラオケ教室

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。

松岡徹二 松岡音楽事務所所長

1,500円

月2回
(月)(火)(木)［1回30分］
時間はお問合せください
月額5,100円(税別)

～発声の基本を学ぼう!～声楽入門

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｡声
楽が初めての方も安心してご受
講頂けます｡

樋本理英子 大阪音楽大学　声楽科
ピアニスト

2/28・3/14(火)
時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

第2・4(火)
［1回45分］13:30 ～ 21:00
月額6,600円(税別)

声を楽しむ 声楽教室

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。

安田旺司 声楽家　バリトン歌手

2/26・3/12(日)
時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

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

ヴォイストレーニング

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。

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

パソコン･スマホ･タブレット特別講座

パソコン･スマホ･タブレットに苦戦して
いる方､購入を検討されている方はぜ
ひ！ベテラン講師がマンツーマンで丁寧
に指導致します。

(月)(火)(水)(土)(日) 60分
月額10,200円(税別)

～自分のペースで始めましょう～パソコン（個人）

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

3/7(火)10:30 ～

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。Photshop
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

3/2・16(木)10:30 ～ 1,500円
50円

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

3/14・28(火)15:30 ～ 1,500円

第2・4(火)15:30 ～ 17:00
月額4,100円(税別)

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

第1･3(水）10:00 ～ 12:00
3ヶ月6回12,000円(税別)

美しいセルフジェルネイル

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。

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

3/1・15(水)15:00 ～ 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

3/9・23(木)13:00 ～ 1,500円

第2・4(木)13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

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｡

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

3/9・23(金)13:30 ～ 無料
1,500円

第2・4(金)13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

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

講師の名前 講師のかたがき１行目
講師のかたがき２行目

4/9(日)13:00 ～ 1,500円

第2(日)、第2･4(金）
13:00 ～ 14:00
月額2,500円(税別)

初めてのタロット占い

タロット占いは､それぞれのカードに意
味があります｡基本のカードの意味を理
解し自分で占えるようご指導致します｡

香月 麗
神秘的なタロットカード

占いに興味がある、タロットカード
ってどんな感じ?カードの絵柄がと
ても素敵！ちょっと怖い?　｢興味あ
る｣は｢スタート｣のチャンスです｡ま
ずはご参加ください｡

3/10(金)13:00 ～

第2(金)13:00 ～ 14:30
全6回13,200円(税別)

横木ジョージのあなたもマジシャン

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

2/25・3/4・11(土)17:00 ～ 1,000円

月4回(土)
13:00 ～ 14:00・14:00 ～ 15:00・15:00 ～ 16:00
月額4,200円(税別)

Kidsそろばん・あんざん教室

日本商工会議所珠算・暗算能力検定試験に準
じた指導で算力・暗算力を高め集中力・忍耐力
を養成します。お子さまのペースに合わせて
個別に指導いたします。

大塩 香 そろばん講師

お問合せ下さい 1,000円

こどもお習字教室
①石飛 篝 水明書道会　審査員

毎日会員 ③早川髙雲 ④堀 翠恵明和書道代表
文化教育書道連盟関西支局長 水明書道会　審査員京都嵯峨書院師範②古橋楚舟月２回月額6,100円～ (税別)

詳細は【音楽】欄をご覧ください

キッズギター(アコースティック･クラシック･エレキ)

3/3･17(金)13:30 ～ 1,500円
1,000円

第1･3(金)
13：30～ 15：30
月額4,200円(税別)

戸塚刺しゅう

刺しゅうを通じて技術だけでなく
手仕事の楽しさ､物を生み出す素
晴らしさをご一緒してみませんか。

山手美智子 師範１級

2/23・3/16(木）10:30 ～ 2,100円
1,500円

第4(木)10:30 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

巻いてワクワク♪デコずし講座

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｡

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

2/27・3/13(月)13:00 ～ 1,500円
300円

第2･4(月)13:00 ～ 15:00
月額4,200円(税別)

～アルファベットの書道～カリグラフィー

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。

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

3/8・22(水)10:30 ～ 1,500円

第2・4(水)10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

簡単な着付けと美しいマナー

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！

平野恵未 京都きもの学院講師

2/27・3/6(月)10:30 ～ 
3/9・23(木)13:30 ～ 1,500円

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)

実用書とかな書道

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。

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

3/2・9・23(木)18:30 ～ 1,500円

第1・2・3(木)
18:30 ～ 20:30
月額4,650円(税別)

書道教室

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。

加藤麗舟 京都嵯峨書院副会長

3/3・17(金）10:30 ～ 1,500円

渡辺富美代の書道教室

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。

渡辺富美代 日展　水穂会常任理事

3/7・21(火）13:00 ～ 1,500円

第1･3(火)
13:00 ～ 20:00の間
月額4,100円(税別)

書・活 SHO・KATSU塾

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。

石飛 篝 水明書道会　事務局長

2/28・3/28(火)16:00 ～ 1,500円
1,000円

第4(火）16:00 ～ 20:00の間
月額2,100円(税別)

池坊 いけばな

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。

星野美由紀 華道家家元池坊講師

3/3・17(金)13:00 ～ 1,500円
500円

第1・3(金)13:00 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

筆ペンとボールペンが同時に学べる講座

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！

木村楓渓 暁書法学院講師

3/3・17(金）10:30 ～ 1,500円
500円

第1・3(金)10:30 ～ 12:00
月額3,100円(税別)

筆ペンはがき絵

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｡

木村楓渓 暁書法学院講師

美容・健康・癒し

2/26・3/26(日)10:30 ～ 1,500円

第2・4(日)10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

ボールDEピラティス

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。

北澤珠里 元宝塚歌劇団

3/6･20(月）10:00 ～
3/2･16(木)10:00 ～ 1,500円

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

初めてのストレッチ＆バーレッスン

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。

西尾優実花 京都バレエ専門学校講師

3/1･15(水)13:00 ～ 1,500円

第1・3(水)13:00 ～ 14:10
月額3,100円(税別)

楽々整体健康法

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。

山口明代 楽々整体ナビゲーター

3/10・24(金)10:45 ～ 1,500円

第2・4(金)10:45 ～ 12:00
月額3,300円(税別)

キレイになるヨガ

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。

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

3/1・15(水)10:00 ～ 1,500円

第1・3(水)10:00 ～ 11:00
月額3,300円(税別)

簡単ヨガ(基本のハタヨガ）

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｡

佐藤久美子 京都ヨガ･IYC京都講師

3/2･16（木)18:20 ～･19:30 ～ 1,500円

第1・3(木)
18:20 ～ 19:20・19:30 ～ 20:30
月額3,300円(税別)

お勤め帰りのキレイヨガ

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。

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

2/23･3/9(木）13:30 ～ 1,500円

月3～ 4回(木)
13:30～15:00
月額5,500円(税別)

ヨーガ〔体にやさしいヨガ〕

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｡

山本紋子 ヘルシー・ヨーガ主宰

3/8･22（水）19:00 ～ 1,500円

第2・4(水)19:00 ～ 20:30
月額4,100円(税別)

健康ヒーリング教室

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｡

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

アート＆クラフト

3/15・22(水）10:30 ～ 1,500円
3,000円

第1・3(水)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

フラワーアレンジ花空間

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。

吉田美由紀 NPO法人C.F.D.A講師

3/12(日）10:30 ～ 2,000円
1,500円

第2(日)10:30 ～ 12:30
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

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。

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）

3/18(土)10:30 ～ 1,500円
3,000円

第3(土)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

ガーデニング

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。

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

第1・3(火)14:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

手編みを楽しむ

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｡

中ノ堂順子 日本編物文化協会認定
手編師範

こどものピアノレッスン
1,500円

1,500円

月3～4回又は月2回月額5,200円～（税別）
詳細は【音楽】欄をご覧ください

【小学生～】

【４歳～】

【年長～中学生】 【園児～中学生】

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)

～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)

3/1・15(水)①10:30 ～②13:30 ～ 各1,500円
各1,000円

2/28・3/28(火)13:00 ～ 1,500円
1,000円

第4(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

はじめての篆刻(てんこく)

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｡

佐藤煒水 永陵社主宰

日時はお問い合わせ下さい

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)

全6回

全6回

3/15(水)10:00 ～

3/12(日)13:00～14:00
2,500円(税別)

第2・4(木)10:30～12:00月額5,100円(税別)
3/9・23(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）

3/9・23(木)13:00～

1,500円

2,000円1,000円(通常体験料2,200円)

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 作･編曲家　ギタリスト④井上耕一
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)

④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)

①②③1,500円 ④無料面談時間はお問い合わせ下さい。
【中学生～】

深本雅美 日本華楽団二胡･中胡　パート首席歴任
釋 百恵 音楽教室講師

楽器未経験の方にも安心して始めら
れるように基礎から丁寧にお教えし
ます。

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7,800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～】 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3/7・21(火)
時間はお問い合わせ下さい。

【11歳以上】

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①2/22･3/8(水)11:30 ～
②2/22・3/8(水)10:15 ～

①第1･3(火)
②第1･2・3(木)
③第1･2・3(土)
④第1・3(土)

17:00 ～ 19:00
16:00 ～ 17:00・17:00 ～ 18:00・18:00 ～ 19:00
16:00 ～ 17:00・17:00 ～ 18:00・18:00 ～ 19:00
13:00 ～ 15:00

月額4,100円(税別)
月額4,150円(税別)
月額4,150円(税別)
月額4,100円(税別)

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

全6回 松原ルミ ディズニーハンドメイドインストラクター

第1(月)10:00 ～ 12:00
全6回21,000円(税別)

魔法のタワシ
食事の後片付けが楽しくなる、洗剤なしで汚れ
が落とせるディズニーキャラクターのタワシ
を作ります。

全6回5,000円(税込)［4/3(月)開講予定］

第1(月)13：00～ 15:00

キラキラデコ
混ぜるだけで固まる樹脂粘土（デコレパテ）に、キラキラ
ビジューを乗せて作るディズニーキャラクター講座です!

［4/3(月)開講予定］

©Disney
全6回21,000円(税別) 全6回7,540円(税込)

©Disney. Based on the “Winnie the Pooh”
　works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

©Disney


