
　①オリエンタルベリーダンス（初めて～初級クラス）
②オリエンタルベリーダンス

3/19(月)
10:30～15:00

4,800円(税込)
5,000円(税込)

生活文化

美容・健康・癒し

ダンス・舞踊・武道

音　楽

アート＆クラフト

3/14・28(水)17:00 ～

月4回（水）
17:00 ～ 18:00
月額6,200円(税別)

英語中学生コース
岸野明美 英語教室主宰

1,000円 3/9・30(金)16:00 ～・17：00～

月3回(金)
①16:00 ～ 17:00 ②17:00 ～ 18:00
月額4,650円(税別)

英語にふれようこども英語
胡桃沢啓子 元チアリー英語教室講師

1,000円

西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰

1,500円

3/5･19(月)10:30 ～

第1・3(月)10:30 ～ 11：45
月額4,100円(税別)

ポップスを歌いましょう
木村恵美 ボイストレーナー

ボーカルトレーナー

1,500円 時間はお問い合わせ下さい。

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

3/10･4/14(土)13:00 ～

第2(土)
13:00 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

土曜☆ワイヤークラフト

おしゃれなワイヤーバッグ作り

古澤美佐 日本カラーワイヤークラフト認定講師

1,500円
1,200円

3/12・4/9(月）10:30 ～
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
Yasuyo 日本グル―デコ協会認定講師

Leather Shine Deco認定講師

1,500円
1,000円

3/10・4/14(土)10:00 ～

第2・4(土)
10:00 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

ステンドグラス
秋山沐蓮 ステンドグラス講師

1,500円
1,000円 3/13・4/10(火)10:30 ～

第2・4(火)
10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

シルバージュエリー
長谷川美生 シルバークレイアカデミー講師

1,500円
2,000円

3/10・4/14(土)14:00 ～

第2(土)
14:00 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

ミニチュア粘土教室
「フードとガーデニングの表現」

野中佐江子 ミニチュア作家

1,500円
1,000円 3/27･4/24(火)10:30 ～

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
山根理恵 ハワイ州HOKU CRAFT協会

公認インストラクター

1,500円
500円 3/2･4/6(金)10:30 ～

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
坂根美穂 日本ヴォーグ社タイルクラフト認定講師

1,500円
1,500円 3/8・4/12(木)10:30 ～

第2(木)
10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

はじめての彫紙アート
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

1,500円
500円

3/1・4/5(木)
①10:30 ～②13:30 ～

第1・3(木)
①10:30～12:30
　月額5,100円(税別)

第1・3(木)
②13:30～15:30
　月額4,100円(税別)

①トールペインティング/②デコパージュ
木田孝子 ①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

②タカコ・キダDoスタジオ 主宰 デコパージュマイスター

1,500円
2,000円 3/14・4/11(水)10:30 ～

第2・4(水)
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
加藤みち代 日本グラスアート協会インストラクター

1,500円
1,500円 3/13・4/10(火)10:30 ～

第2(火)
10:30 ～ 12:30
月額2,800円(税別)

カルトナージュ
熊谷智恵 カルトナージュ講師

1,500円
1,000円 3/16・4/20(金)10:30 ～

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
大橋弘江 ポーセラーツサロンBonheur主宰

1,500円
1,800円(焼成代含む)

3/16・4/20(金)
①13:30 ～ ②10:00 ～

第3(金)
①13:30 ～ 15:30 ②10:00 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

①筆ペン&パステルアートな時間/②パステルアートな時間
MARU パステル和(NAGOMI)アートインストラクター

1,500円
500円 3/3/･4/7(土)10:30 ～・13:00 ～

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
嶋野絵美 イラストレーター

1,500円
500円 3/27･4/24(火)13:00 ～

第4(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

絵手紙教室
馬場敏子 絵手紙協会認定講師

1,500円
500円 3/13･4/10(火)13：00～

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
上窪光代 しゅんこう認定講師

1,500円
1,000円

3/14・4/11(水)19:15 ～

第2・4(水)19:15 ～ 20:45
月額4,100円(税別)

えんぴつ・色鉛筆画・水彩画
HIROKI 画家

1,500円
100円

3/8・22(木)10:30 ～

第2・4(木)
10:30 ～ 12:00(増設クラス) 
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
北川志保 ミニチュア作家

1,500円
500円

3/10・4/14(土)14:00 ～

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
辻井雅子 木彫アトリエ「雅夢」主宰

1,500円
2,000円

3/17・4/21(土)10:15 ～

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

國井良恵 花文字ソムリエ協会理事長

1,500円
500円

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

2,000円

3/12･4/16(月)10:30 ～

第3(月)10:30 ～ 12:30
月額1,900円(税別)

アート工芸盆栽
門 順子 アート工芸盆栽家「趣」

1,500円
1,100円

3/16・4/20(金)18:30 ～

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
柳原朗月 国立大学教育学部卒

京都市立芸大卒　絵師

1,500円
1,000円

3/8･4/12(木)
13:30 ～

第2・4(木)
13:30 ～ 15:30
月額5,100円(税別)

基礎からのデッサン講座 ～デッサンを通じて学ぶ～
イラスト･マンガの描き方講座

～大人のための～
写実･細密鉛筆画講座

藤本崇幸 デッサンスタジオ京都主宰

1,500円
500円

3/8･4/12(木)
10:30 ～

第2・4(木)
10:30 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

1,500円
500円

3/12・4/9(月)
19:00 ～

第2・4(月)19:00 ～ 21:00
月額5,100円(税別)

1,500円
500円

3/12･4/9(月)10:30 ～
3/6･4/3(火)16:00 ～　

第2(月）10:30 ～ 12:30
第1(火)16:00 ～ 20：00の間
一講座1,100円(税別)

塚本茶華道教室
塚本宗真・麻紀甫

1,000円
1,500円

～春うらら～おしゃれにいただく講座
塚本麻紀 mallowサロン

軽食付き

3/15・4/26(木)10:30 ～

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
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

2,100円
1,500円

3/14・28(水)10:30 ～

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
平野恵未 京都きもの学院講師

裏千家準教
嵯峨御流正教授　大覚寺教授

1,500円3/27・4/24(火)16:00 ～

第4(火)16:00 ～ 20:00の間
月額2,100円(税別)

池坊 いけばな
星野美由紀 華道家家元池坊講師

1,500円
1,000円 3/7・4/4(水)10:30 ～

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
吉田美由紀 NPO法人C.F.D.A講師

1,500円
3,000円

～可愛くデコレーション～
アイシングクッキーを作ろう
長谷川幸樹 製菓アーティスト

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)

【中1～】 【②7歳～】
【①4歳～7歳】

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。

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

毎日書道展友会 ③早川髙雲 明和書道代表
文化教育書道連盟関西支局長 ④堀　翠恵 水明書道会　審査員京都嵯峨書院師範②古橋楚舟

【年長～中学生】

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

①第1・3(火)

②第1・2・3(木)

③第1・2・3(土)

④第1・3(土)

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)

3/13・4/10(火)13:30～
3/9・4/13(金)16:00～

①第2・4(火)13:30～15:30
②第2・4(金)16:00～18:00
月額4,600円(税別)

［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

3/4・4/8(日)
11:00～13:00

1,500円(税別) 2,500円

4/22･5/25(日)
10:30～12:30

2,000円(税別)
1,500円

3/11･4/8(日)
10:30～12:30

2,000円(税別)
1,500円

第2(月)13:00～15:00月額2,100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。

カリグラフィーの母の日のカード作り
1,500円(税別) 300円(税別)4/9(月)13:00～15:00

3/12･4/9（月)13:00～ 1,500円 300円

3/16・4/6(金）10:30～

第1・3(金)10:30～12:00
月額3,100円(税別)

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。

1,500円
500円

3/12･26(月)10:30～
3/8・22(木)13:30～

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
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。

1500円 3/8・22(木)18:30～

第1・2・3(木)
18:30～20:30
月額4,650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。

1,500円 3/20・4/3(火)13:00～

第1・3(火)
13:00～20:00の間
月額4,100円(税別)

書・活 SHO・KATSU塾
石飛 篝 水明書道会　審査員 

毎日書道展友会

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。

1,500円 3/16・4/13(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)

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 3/16・4/6(金)13:00～

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
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！

1,500円
500円

3/2･16(金)13：00～

第1・3(金)
13:00～15:00
月額4,100円(税別)

戸塚刺しゅう
山手美智子 師範1級

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｡

1,500円
1,000円

第1・3(火)14:00～16:00
月額4,100円(税別)

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｡

随時無料見学 3/7・4/4(水)
①10:30～ ②13:30～

第1・3(水)①10:30～12:30②13:30～15:30
月額各4,100円(税別)

①～布あそび～パッチワークキルト
②～布遊び簡単なハンドメイド～コラージュ教室

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
ドカバーまで作れます｡②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小物を作ります｡

各1,500円
各1,000円

3/20・4/17(火)10:30～

第1・3(火)10:30～11:30
月額3,300円(税別)

はじめてのやさしいヨガ
広瀬あゆ サンクスヨガ主宰

運動経験のない方、身体のかたい方、ヨーガ初心者の方でも気軽
に楽しめるクラスです。ご自分のペースで身体を動かせるよう簡
単なポーズを中心に指導いたします。適度に
身体を刺激することによって血行が促され、
健康増進につながります。

1,500円 3/6・20(火)10:30～
3/10・24(土）12:00～

第2・4(火)10:30～11:30
第2・4(土)12:00～13:00
月額3,300円(税別)

～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。

1,500円 3/1・15（木)18:20～･19:30～

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
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。

1,500円3/9・23(金)10:45～

第2・4(金)10:45～12:00
月額3,300円(税別)

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。

1,500円

3/7・21(水）10:00～

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）
小藪友奈 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 4/5･19(木)10:00～

第1・3(木)10:00～11:15
月額3,800円(税別)

姿勢･肩こり改善ヨガ
Tomomi OMYグループ認定　Happy hatsumi yoga

認定保持ヨガインストラクター

肩甲骨や上半身をメインに動かし
て姿勢改善､肩凝りにアプローチ
しているクラスです｡ヨガで楽しく
カラダを整えていきましょう!

1,500円 4/5･19(木)11:30～

第1・3(木)11:30～12:45
月額3,500円(税別)

運動不足解消ハタヨガ
Tomomi OMYグループ認定　Happy hatsumi yoga

認定保持ヨガインストラクター

カラダがかたくても大丈夫です♡
呼吸を意識しながら､ヨガで楽し
くマイペースに運動不足を解消し
ていきましょう!

1,500円 3/3・17(土)
①12:00～②13:30～

第1・3(土)①12:00～13:00②13:30～14:30 月額各3,100円(税別)

第1･3(火)①20:00～20:45②19:00～19:50 月額各4,700円(税別)

①アロマ ヨガ
②～アロマの香りに癒されて～初心者向け 優しいヨガ

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高齢の方、身体が動きづらい方にも最適です。

各1,500円 3/8･22(木）13:30～

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〕
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｡

1,500円

3/11・25(日)10:30～

第2・4(日)10:30～11:30
月額3,100円(税別)

ボールDEピラティス
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。

1,500円 3/5･19(月）10:00～
3/1･15(木)10:00～

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
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。

1,500円 3/7･14(水）13:00～

第1・3(水)13:00～14:10
月額3,100円(税別)

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。

1,500円 3/14･28(水)
①11:30～ ②10:15～

3/20･4/3(火)
①20：00～ ②19:00～

①月4回(水)11:30～12:30月額4,200円(税別)
②第2・4(水)10:15～11:15月額2,500円(税別)

①3Bストレッチ体操
②やさしい3Bストレッチ体操

①タヒチアンダンス ②大人のフラダンス

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。

各1,500円 3/5･19(月)18:30～･19:30～

第1・3(月)
18:30～19:30・19:30～20:30
月額3,000円(税別)

ウエルネスダーツで生涯現役!
片山 達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

どなたでも安全に始められるスポーツです｡
健康･脳の活性化･コミュニケーションなどの
要素がゲームを楽しみながら体感でき､体に
無理なく続けることが出来ます｡

1,500円

3/16・30(金)10:30～

第1・3(金)10:30～12:00
月額4,100円(税別)

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。

1,500円 ①3/13・27(火)13:30～
②3/4･18(日)10:30～

①月3～4回(火)
13:30～15:00
月額6,200円(税別)

②第1・3(日)
10:30～12:00
月額4,100円(税別)

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。

各1,500円 3/8･22(木)
①10:00～ ②11:15～

第2・4(木)
①10:00～11:15 ②11:15～12:30
月額各4,100円(税別)

Mica 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。

各1,500円

3/4･18(日)13:00～

月3回(日)
〔初級〕13:00～13:50月額4,150円(税別)
〔中級〕14:00～15:00月額4,650円(税別)
〔上級〕15:10～16:10月額5,150円(税別)

社交ダンス
松岡徹二
瀬川滋子

京都ロイヤルダンス教師協会会長
京都ロイヤルダンス教師協会理事

背筋を伸ばし､腰を伸ばし､膝を伸ばして「立って歩く」ことが社交
ダンスの基本です｡優雅なワルツ､情熱のタンゴ､軽快なサンバに合
わせて社交ダンスを楽しんでみませんか｡心と身体の若返り､健康
にもダイエットにも効果抜群!さぁ！ご一緒に、シャル･ウィ･ダンス!

1,500円

月3～4回(月)
〔初級〕14:00～15:00月額4,150円(税別)
〔中級〕15:10～16:10月額5,150円(税別)

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

3/12・26(月）14:00～・15:10～

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！！

1,500円

個人レッスン～1回30分～
1回3,800円(税別)

3/17･4/7(土)19:30～

第1・3(土)
19:30～21:00
月額4,000円(税別)

居合道･武士道教室
吉塚寿幸 全日本侍道協会

師範

刀･居合という伝統文化を通して､心と身体
を鍛え礼儀作法も学ぶ事ができます｡女性
の方も大歓迎です。

1,500円 3/18･4/1(日)16:30～・18:00～

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

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。

1,500円

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〔中学生〕5,700円(税別)・〔高校生以上〕6,200円(税別)

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。

1,500円（高校生以上）

3/7･28(水)10:30～

第1・3(水)10:30～12:00
月額5,100円(税別)

本当の声を探すヴォイスレッスン
橋本公子 声楽家

高い声、ボリュームのある声、きちんとし
た音程で歌うコツをお教えします。これが
分かれば歌う事がもっと楽しくなります。

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
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｡声楽が初
めての方も安心してご受講頂けます｡

1,500円 3/13・27(火)
時間はお問い合わせ下さい。

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
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。

1,500円

3/11・25(日)
時間はお問い合わせ下さい。

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
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。

1,500円 3/2･30(金)10:30～

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
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。

1,500円 3/12・26(月)
10:30～・13:30～

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
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。

1,500円 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)

初めての二胡教室
深本雅美
釋　百恵

日本華楽団二胡・中胡　パート首席歴任
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。

1,500円 3/4・18(日)15:30～

第1・3(日)
15:30～17:30
月額5,000円(税別)

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。

1,500円

3/9・23(金)
時間はお問い合わせ下さい。

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
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。

1,500円 3/2・16(金)
時間はお問い合わせ下さい。

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)

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！

1,500円 3/14・28(水)
時間はお問い合わせ下さい。

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
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。

1,500円 3/9・23(金)13:00～

第2・4(金)
13:00～14:00(入門)
14:00～15:00(初級)
月額5,100円(税別)

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♪♪

1,500円 3/6・20(火)
時間はお問い合わせ下さい。

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。

【11歳以上】

1,500円

時間はお問い合わせ下さい。

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)

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

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

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

ギター教室（アコースティック・クラシック・エレキ）
③松田晃明
①開沼建二郎

④井上耕一
②すのう

スペインギター協会専門会員
甲陽音楽学院クラシックギター科卒業

作・編曲家　ギタリスト
シンガーソングライター

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。

【中学生～】

①②③1,500円　④無料面談 時間はお問い合わせ下さい。

月3回(日)
時間はお問い合わせ下さい
月額8,000円～(税別)

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
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。

時間はお問い合わせ下さい 3/5・19(月)
時間はお問い合わせ下さい。

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

誰でも出来るサックス
中尾健太 サックス奏者

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！

【小学生～】

1,500円

時間はお問い合わせ下さい。

月3回(金)［1回30分］
16:00～21:00
月額7,800円～(税別)

バイオリン教室

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。

【4歳～】

1,500円 時間はお問い合わせ下さい。

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

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。

1,500円 随時体験時間はお問い合わせ下さい。

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)

ピアノ［3ヶ月10回］・［月2回］
綾部翼・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・永井由美子・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。

【3歳～】

1,500円 3/4・18（日） 
時間はお問い合わせ下さい。

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
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。

【高校生以上】

1,500円

無料面談

①タヒチアンミュージックやドラムビートに合わせ
て、ベーシックステップ（基本）から、曲、リズムに合
わせての踊りを習得します。②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｡

皆が知っているJ-POPを貴方らしく歌いましょ
う。グループレッスン形式の中で､音域や､声質
にあった選曲のアドバイスや､マイクの使い方､
カラオケで上手に歌うコツなどレッスンしてい
きます｡※個人レッスンもございます｡

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。

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

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。
3月･･白ツメ草　4月･･たんぽぽ

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。

デッサンを勉強しながらその
描き方をイラスト制作に活か
す方法を勉強していきます｡

普段慣れ親しんだ鉛筆と
いう画材の奥深さ､楽しさ
を体感して下さい。

デッサンを勉強しながらその描き方
をイラスト制作に活かす方法を勉強
していきます｡パソコンをご持参して
頂ければ､CGイラストの添削や調整
も可能です｡

楽しみながら､和のお稽古をさせて頂きます｡
普段の生活にお茶やお花のエッセンスをとりい
れてはいかがでしょうか｡茶道･華道のいずれか
をお選び下さい｡両方の受講も可能です。

料理でワンランク上を目指したい方､
グルメ仲間を増やしたい方に満足頂
けるレッスンです｡先生のお料理を頂
きながら､かくれた人気店､うつわや
盛り付けのコツ紹介もあります｡

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｡

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。

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。

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。

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-ブドフラワーを使った
アレンジ講座です｡プレゼントにも最適です｡

①身近にある筆ペンとパステルアートで「書く｣
と｢描く｣を楽しむアートです｡
②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。

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♪

絵手紙協会名誉会長　小池邦夫氏
からの学び「つたえる・つづける・
つながる」３つの｢つ」をモットーに､
和気あいあいの教室です。一度体
験においで下さい。

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。

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｡

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！

様々な粘土を使い自由に表現します｡あなたの
お手伝いをします♪楽しい時間を皆さんと・・・

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。 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｡

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。

①アクリル絵の
具で花や風景、
動物を描きます。

②誰でも楽しめる
ホビークラフトにな
りました。

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。

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。

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。

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｡

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。

楽しみながら自然に英語が好き
になる講座です。ベテラン講師
がやさしく楽しく指導します。

カラフルなカラーワイヤーを使って色々な作
品を作る講座です｡初めての方でもご安心下
さい｡丁寧にお教え致します｡

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。 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。

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？

英語がわかるととても便利｡ちょっとカッコイー！
ABCから始めましょう｡楽しく､Let's go！
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