
音　楽

ダンス・舞踊・武道

生活文化

美容・健康・癒し

趣味教養

9/20・11/22(木)13:00～14:00

第1･3(木)13:00 ～ 14:30
全４回32,000円(税別)(前納）

脳トレピアノ検定®

認定講師養成講座
一からはじめる
｢大人のケンハモ｣

廣庭裕子 一般社団法人ピアノゆうゆう塾®常務理事

9/15･29(土)10:00 ～ 1,500円

脳がイキイキ若返る､介護予防プログラム付きの日
常生活にも活かせる楽しいメソッドを考案｡認定資
格希望の方は､自宅教室開講､福祉活動､サロンなど
で活かすことができます｡

第1･3(土)10:00 ～ 11:30
月額4,100円(税別)

今井志緒里 SUZUKIケンハモ認定講師

今､プロミュージシャンや音楽愛好者などの｢大人｣が楽しむ
楽器として愛されている大人のケンハモ(鍵盤ハーモニカ)｡
解りやすく･楽しく･カッコ良く!楽譜が読めなくても大丈夫!

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。

9/13・27（木） 
時間はお問い合わせ下さい。

第2・4(木)［１回30分］
12：00～ 14：00の間
月額4,100円(税別)

伊澤隆志 伊澤隆志オカリナ主宰

1,500円

①手軽に持ち運びが出来、吹
くのも比較的簡単なので､誰
でも始めやすい楽器です。

第2・4(木)［１回30分］
12：00～ 14：00の間
月額4,100円(税別)

②生徒さんお一人お一人の
個性・目標・レベルに合わせ
てレッスン致します｡

①楽しいオカリナ教室
②楽しいフルート教室

時間はお問い合わせ下さい。

①第1･3(月)［１回30分］
16:00 ～ 20:00
月額5,200円～(税別)

②月3回(金)［１回30分］
16:00 ～ 21:00
月額7,800円～(税別)

①バイオリン教室(月２回）
②バイオリン教室(月３回）

①桒原七菜子
②野田　薫 同志社女子大学学芸学部音楽学科卒

東京藝術大学音楽器楽部卒

1,500円

①個人のレベルに合わ
せて、幅広く対応します。

②レベルに合わせてキメ細
かい指導を致します｡

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

1,500円

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。

9/28・10/26(金）13:00 ～

第4（金）13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

つまみ細工講座
千葉紀子 つまみ細工教室のんのん主宰

1,500円
1,300円

舞妓さんのかんざしと同じ技法で布を折
りたたみ､簡単なお花から七五三などお子
様向けの髪飾りや大人向けの日常に使え
るアクセサリーなどを作ります｡

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

茶道教室裏千家
華道教室嵯峨御流
塚本宗真・塚本麻紀甫 裏千家準教

嵯峨御流正教授

1,000円
1,500円

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｡基本を身につけることから始ま
り、身体が自然に覚えると美しい所作も身につきます｡

9/13・10/11（木）13:00 ～

第2・4(木)13:00 ～ 14:45
月額4,100円(税別)

心に響く『朗読教室』
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9/5･10/3(水)10:30 ～ 1,500円

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｡

第1(水)10:30 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

はじめての川柳教室
赤松ますみ 川柳文学コロキュウム 代表

川柳作家

鉛筆とノートがあれば気軽にスタートできるのが
川柳です｡あなたの思いを五七五にのせて詠っ
てみませんか｡初めての方にも分かりやすく指導
致します｡

10/11(木)10:30 ～

第2・4(木)10:30 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

はじめての手相入門初めてのタロット占い
藤原萠乃 NPO法人神戸国際占術協会会員

1,500円9/9(日)13:00 ～ 1,500円

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｡

9/4・10/2（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
山本偉紀夫 日本写真家協会(JPS)

日本写真芸術学会

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。 第2(日)13:00 ～ 14:00月額2,500円(税別)

香月 麗 占いカウンセラー

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｡

9/11・10/9(火）11:00 ～

第2・4(火)11:00 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

はじめての韓国語
秋山公平 韓国語講師

韓国語通訳・翻訳

1,500円9/5・10/3（水）15:00 ～ 1,500円

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｡

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

岸野明美 英語教室主宰

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。※個人レッスンございます。

日時はお問い合わせ下さい 1,500円

月2回(月)または(水)40分
月額6,100円(税別)

～ネイティブ講師による～
プライベート英会話

岡部ウエンディ アメリカ人講師

ネイティブ講師による指導です｡徐々に自分の言
葉で会話出来るよう､実際に使える英会話を楽し
く学んで行きます｡

9/6・10/4（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
藤井信幸 元上海大学講師

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。

9/10・10/22（月）16:00 ～

第2･4(月)16:00 ～ 18:00
月額4,600円(税別)

こどもアトリエ  アートクラブ
能勢まゆ子 洋画家

新制作協会協友

1,500円
250円

1,000円
500円

1,500円
300円

工作を多めに取り入れたクラスです｡
身近な材料を使って楽しい作品を作
りましょう｡

①9/7・10/5（金）16:00～、9/11･10/9(火）16:30～
②9/14・10/12（金）18:30～

①第1・3(金)16:00 ～ 18:00
　第2・4(火)16:30 ～ 18:30
②第2・4(金)18:30 ～ 20:30
　月額4,600円(税別)

①こどもアトリエ／②放課後のこどもアトリエ
能勢まゆ子 洋画家

新制作協会協友

1,500円 250円

①絵画や工作など、子供達の感性を重視し自由で素直な表現力を養い
ます。②学校の美術が得意な人も苦手な人も、お子さまの年齢や目的
に合わせた指導を行います。

9/8・10/13（土）14:30 ～

第2・4(土)14:30 ～ 16:30
月額4,700円(税別)

京都まんが教室
京都まんが教室講師 京都まんが教室

9/1/･10/6（土）13:00 ～

普段描いている人も､まだ描いた事がない人も
この機会に漫画を練習してみませんか｡上達の
コツを一人ひとりにあった形で教えて行きます。

 9/1・10/6（土）

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

そろばん・あんざん教室
大塩 香 そろばん講師

1,000円

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。

第1・3(土)13：00～ 14:30
月額4,100円(税別)

こどもイラスト教室
嶋野絵美 イラストレーター

描きたいけど、描けない！もしかした
ら、思い込んでるだけも？好きだから
楽しみたい。なるほど‼を発見した
ら、今よりもっと上手くなる！

9/12･26(水)16:00 ～ 1,000円

第2･4(水)16:00 ～ 19:00の間
月額4,100円(税別)

こどもかきかた教室～毛筆･硬筆～
佐藤真理 水明書道会

しっかり集中して､美しい字を書きましょう｡
大人になっても通用する美しい字を､ひとり
ひとり丁寧に指導致します｡

9/14･10/12（金）13:00 ～
1,000円（通常体験料2,200円） 2,000円

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

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

習ったその日からあなたもマジシャン！
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。

9/5･19(水)19:00 ～

第1・3(水)19:00 ～ 20:00
月額4,100円(税別)

～少人数制～パソコン教室
井上清貴

2,550円

日時はお問い合わせ下さい 2,550円

自分の習いたい事が学べる少人数制の
グループレッスンです｡
※パソコンのレンタル可

月4回(月)(水)60分月額10,200円(税別)

パソコン教室個別指導講座
井上清貴 パソコン教室 ふうせん 代表

バルーンネット株式会社　代表取締役
パソコン教室 ふうせん 代表
バルーンネット株式会社　代表取締役

自分の習いたい事がじっくりと学べるプライベートレッ
スンです｡キーボード、文字入力が苦手な方でも大丈夫！
※パソコンのレンタル可

9/11・10/9(火)14:00 ～

第2・4(火)14:00 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

囲碁入門教室
山口哲洋 日本棋院京都府師範

2,000円9/7･10/5（金）15:30 ～ 1,500円

囲碁は奥が深くて､長く楽しめるゲームで
す｡碁を覚えたい人から､もっと強くなりた
いと願っている人のための入門教室です｡

第1・3(金)15:30 ～ 17:00
月額3,100円(税別)

将棋教室
清水忠治 日本将棋連盟棋道師範

将棋が初めての方、有段を希望される方、是非お
越し下さい。どなたでも簡単なルールさえ覚えれ
ばすぐに実践対局できます。

9/12･10/10(水)11:30 ～

9/14･28(金)10:30 ～

第2・4(金)10:30 ～ 12:00
月額3,100円(税別)

はじめての太極拳
渡部健一

（社）日本武術太極拳連盟講師

1,500円

健康法として、表演競技、武道として
どなたでも出来ます。自己の心、身体
との対話を楽しみませんか。

9/6･10/4(木)13:00 ～ 1,500円

第1・3(木)13:00 ～ 14:15
月額3,800円(税別)

骨盤矯正ヨガ
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

骨盤のずれや歪みを矯正するポーズ
を中心に行います。周囲の筋肉もゆる
やかに鍛えられ腰痛や姿勢の改善だ
けでなく、ウェストシェイプにも効果的
です。

9/4･10/2(火)11：00～ 1,500円

第1･3(火)
11:00 ～ 12:00
月額4,700円(税別)

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

ゆったりと優雅なフラダンスを基礎
から学び、無理なく楽しんで踊りま
しょう。

こども

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（クラシック･ポピュラー&ジャズピアノ）
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・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

【4歳～】

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 ⑤松本春樹 ヤマハPMS専属講師
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。

【小学生～】

1,500円時間はお問い合わせ下さい。 1,500円

⑤月2回（日）［1回45分］
時間はお問い合わせ下さい
月額8,000円～(税別)

9/2・10/7(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 9/14・10/12(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 9/28・10/12(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 9/12・10/10(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

9/3・10/1(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 9/4・10/2(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 9/6･10/4(木）
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 9/7・10/5(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 9/9・9/30(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

9/10・10/22(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 9/7･10/5(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 9/5･10/3(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 時間はお問い合わせ下さい。

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 9/11・10/9(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

西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰

1,500円

第1･3(火)①19:00～19:50②20:00～20:45 月額各4,700円(税別)
9/4･10/2(火)
①19：00～ ②20:00～

①大人のフラダンス ②タヒチアンダンス

①やわらかな曲やリズムに合わせて､
基本から､曲やリズムにそった踊りを習
得します｡②タヒチアンミュージックや
ドラムビートに合わせて、基本から、曲、
リズムに合わせての踊りを習得します。

9/21・10/19(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 ①9/11・10/9（火）13:30～
②9/2・10/7（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

9/9・10/14（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｡心と
身体の若返り､健康にもダイエットにも効果
抜群!!

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

9/10・10/15（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)

9/30・10/21(日)16:30～・18:00～

第1・3(日)
16:30～17:45・18:00～19:15
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。

1,500円 9/1・10/6（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

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）

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

9/13･10/11（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！美しいしなやかボディを目指しましょう。

各1,500円 9/9・10/14(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

平井真紀

9/6･10/4(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 9/6･10/4(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 9/5・10/3(水）10:00～

第1・3(水)10:00～11:00
月額3,300円(税別)

やさしいハタヨガ
吉田佳代 京都ヨガ･IYC京都講師

ヨガ経験問わず楽しく始められます。
深い呼吸と丁寧なポーズの練習で、
体の内側から元気になりましょう。

1,500円 9/15・10/6（土）
①12:00～②13:30～

第1・3(土)①12:00～13:00②13:30～14:30 月額各3,100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 9/13･10/4（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

9/4・10/2（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。

1,500円 9/11・10/9(火)10:30～
9/8・10/13(土）10:00～

第2・4(火)10:30～11:30
第2・4(土)10:00～11:00
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 9/14・10/12(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 9/6・10/4（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 9/10･10/22(月）10:00～
9/6･10/4(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

9/5･10/3(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

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

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 9/3・10/1(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

9/25・10/30（火）16:00 ～9/10･10/8(月)10:30 ～

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

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。

9/5・10/3（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

花がもつ様々な魅力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
師を目指す方までお待ちしてます。

9/7･10/5(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

9/5・10/3(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 9/12・10/10(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

1,500円

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！

9/7・10/5(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

9/10･10/1(月)10:30～
9/13･10/11(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。

1500円 9/14・28(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

9/13・10/11(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 9/4・10/2（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 9/7・10/5(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

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。

カリグラフィーのクリスマスカード作り
1,500円(税別) 300円(税別)11/12(月)10:00～12:00

人相＆手相講座
2,500円(税別) 500円(税別)9/13･10/11(木)14:00～15:30

神秘的なタロットカード入門講座
2,500円(税別)9/9・10/14(日)10:30～11:30

パソコンで年賀状作成【６０分】
2,550円(税別)日時はお問い合わせ下さい

9/10･10/8(月)13:00～ 1,500円 300円

9/27・10/25(木)10:30 ～

第4(木)10:30 ～ 12:00
月額2,100円(税別)

お弁当･おもてなしに♪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

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｡

【年長～大人】

【園児～中学生】 【4歳～】 【4歳～】
【年中～】 【小3～】

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

こどものお習字教室
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

12:30～15:30の間

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)

1,000円

佐竹彩子・村田美香
JEUGIAこども表現教室講師

月2回(木)
10:00～10:50
月額3,500円（税別）

月3回(月)10:00～11:00
月3回(木)11:00～12:00
月額4,350円（税別）

月3回(月)11:00～12:00
月3回(木)12:00～13:00
月額4,350円（税別）

9/6(木)10:00～

おんがくランド0～3歳の音楽情操・リトミック

7ヵ月～7ヵ月～ベビークラス ピンキークラス

ベ 9/3･10/1(月)10:00～
9/6(木)11:00～ピ 9/3･10/1(月)11:20～

9/6(木)12:00～キ

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。

1～2歳児1～2歳児 キンダークラス2～3歳児2～3歳児

1,000円

幼児から小学生対象のステージパフォーマンスクラス｡声とからだと言葉の
表現活動を通して、一人ひとりの才能と個性を伸び伸びと育てて行きます。

濱田季代子 こどもｌäｒaミュージカル
専任講師

歌おう! 踊ろう! 演技しよう! 未来につながる可能性

月3～4回(土)14:45～16:00
月額7,200円（税別）月3回(水)15:30～16:30

月3回(金)16:00～17:00 月額5,850円（税別）

月3回(金)17:00～18:00
月額5,250円（税別）

月3～4回(土)15:30～17:00
月額7,700円（税別）

ミュージカルランド

ミュージカルクラブ 9/8・10/6(土)
14:45～〈年中～小1〉
15:30～〈小2～小5〉

ピアノとの楽しい出会いを大切に､個人レ
ッスンとグループレッスンを組み合わせた
新しいスタイルのピアノ導入コースです｡

木下めぐみ・村田美香 JEUGIAこども表現教室講師

ドレミファらんど

年中～小1

小2～小5

年中～小1

小2～小5

アレグロクラス

ピッコロクラス3･4歳児

5･6歳児～
小学校低学年

1,000円
9/28(金)
17:00 ～

ピ 9/5・10/3(水)15:30 ～
9/28(金)16:00 ～

ア
11/30（金)
16:30 ～ 17:30

受講料1,800円(税別/教材費込) 保険料100円(税別)

保育園おかえりクラス
働くママがなかなか踏み出せなかった一歩を｢おんがくランド｣が全力
で後押しします｡たくさんの音楽に触れ聴覚を刺激して､健やかな発
達を目指します｡保育園帰りの貴重な60分を
お子様の成長に活用してみませんか｡

村田美香 JEUGIAこども表現教室講師

おんがくランド【1～3歳】
「おんがくランド」に夕方クラスが登場！伸びる可能性を

音楽の力で大きく育てる

申込締切 1週間前

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JEUGIAカルチャーWEB検索は
10:00～20:00 075-691-1415


