
音　楽

ダンス・舞踊・武道

アート＆クラフト

生活文化

美容・健康・癒し

趣味教養

3/17･4/7(日)16:30 ～･18:00 ～ 1,000円

第1･3(日)
16:30 ～ 17:45・18:00 ～ 19:15
月額2,800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｡

第1・3(土)18:00 ～ 19:30
月額4,000円(税別)

～少年剣士になろう～
こどもの刀･居合道教室
吉塚寿幸 全日本侍道協会　師範

基礎から丁寧な指導と､｢刀･居合｣とい
う伝統文化を通じて心身を鍛えます｡礼
儀作法もしっかり身につく､少年剣士の
講座です｡

3/13・4/10(水）11:30 ～・12:30 ～ 1,500円3/16･4/6(土)17:00 ～ 1,000円

第2･4(水)
11:30 ～ 12:30・12:30 ～ 13:30
月額4,200円(税別)

社交ダンス(ボールルームダンス)
真田清人・真田温子 JTBDA全日本ファイナリスト

JDFPPD全日本10ダンスファイナリスト

現役競技A級ファイナリストの私達が丁寧に教授
致します｡未経験､運動が苦手でも大丈夫です｡

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)

3/19･4/2(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。

2/22･3/22(金)19:30 ～

第4（金)19:30 ～ 20:30
月額2,500円(税別)

カネフラ(男性フラ)
西川マリコ Ka Pa Ha'a O Na Pua O Nipoa 主宰

1,500円

もともとハワイアンフラは男性の
踊りでした。男性の力強い踊りはハ
ワイの大自然の象徴です。基本の
ステップから一緒に学んでみませ
んか？

3/27・4/10(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3/15・4/19(金)18:30 ～ 1,500円

1,000円

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3(金)18:30 ～ 21:30
月額3,100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

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。優しく丁寧に指導致します。

3/1･4/5(金)10:30 ～

第1(金)10:30 ～ 12:30
①月額2,100円(税別) ②月額2,500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3/22・4/12(金)10:00 ～ 1,500円

300円

色や素材も豊富で耐久性にすぐれたタイルを使い、
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｡

3/1･4/5(金)13:30 ～

第1(金)13:30 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

シルエットアート(切り絵）
坂根美穂 日本グラスアート協会インストラクター

1,500円
1,000円

特殊フィルムで彩色するNEW切り絵です。裏か
らヒカリを透過しますと、美しい光と影の世界を
楽しめます。

①第2・4(月)19:00 ～ 21:00
　第2・4(木)10:30 ～ 12:30
②第2・4(木)13:30 ～ 15:30
月額5,100円(税別)

①～デッサンを通じて学ぶ～イラスト･マンガの描き方講座
　　 ②～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

第2・4(金)10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

色えんぴつ画～水彩仕上げ～
鴨脚えり子 日展会友　光風会所属

水彩色鉛筆は初心者の方にも扱いや
すく、水彩絵の具の透明感と色エンピ
ツのタッチを両方楽しめる画材です。
基礎からお教えします｡

3/21(木)14:00 ～
※全12回コース、体験なしでのご入会、材料費は半年ずつの
　お支払いとなります｡詳しくはお問い合わせ下さい。

第3(木)14:00 ～ 16:30
月額2,700円(税別)

花のクレイクラフト
吹留月子 ブルームN認定講師

1,500円
1,000円1ヶ月あたり2,000円（税別）

樹脂粘土と絵の具を基本材料とし､
自然乾燥だけで透明感のある花々
や､季節のクラフトをつくります｡

第2(日)10:30 ～ 12:00
月額2,500円(税別)

かわいいミニチュアフード
mitsu-Ki 日本ミニチュアフード

協会認定講師

粘土の扱いや成形など基礎から始めま
す。趣味で楽しみたい方も資格を取り
たい方も始めてみませんか｡

3/24・4/14(日)10:00 ～ 1,500円
300円

第2・4(日)10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

日曜の絵画教室
鴨脚えり子 日展会友　光風会所属

日曜のひととき、ゆったりとした気分で絵画創
作を楽しみましょう。全く初めての方から大作
を描かれる方まで、ご希望の画材で描きます｡

①パステルアートな時間
②筆ペン&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3/16・4/20(土)10:15 ～ 1,500円

500円

①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。②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｡

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

花文字とは､中国で生まれた縁起の良い文字で
す｡龍･竹･鳥など､それぞれ意味のある吉祥絵
を覚え組み合わせ､ひらがな､漢字に変形させ
ていきます｡

3/26･4/23(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3/12･4/9(火)13：00～ 1,500円

1,000円

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、和気あいあいの楽しい教室で
す。一度体験においで下さい。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)
能勢まゆ子 洋画家

新制作協会協友

2,000円 [水彩・デッサン]300円、[油絵]900円

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！！

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

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。

3/26･4/23(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3/8・4/12(金)13:30 ～ 1,500円

2,000円

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。

第2・4(金)13:30 ～ 15:30
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

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？

3/11･4/8(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
Yasuyo 日本グル―デコ協会認定講師

Leather Shine　Deco認定講師

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。

3/12・4/9(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3/15・4/19(金)10:30 ～ 1,500円

1,800円(焼成代含む)

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。

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

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。

第1・3(木)
①10:30 ～ 12:30月額5,100円(税別)
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3/23・4/13(土)10:30 ～ 1,500円

2,000円

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。

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

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。

3/18･4/15(月)10:30 ～

第3(月)10:30 ～ 12:30
月額2,000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
1,200円3/9・4/13(土)14:00 ～ 1,500円

800円

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･･紫蘭

3/23・4/13(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

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。

第2(土)14:00 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

「フードとガーデニングの表現」
ミニチュア粘土教室

野中佐江子 ミニチュア作家

いろんな粘土を使い、美味しそうなパンや花を
作りませんか？日常を忘れ小さな世界をたのし
みましょう～

①筆ペンはがき絵
②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

1,500円
500円

①カラー筆ペン6色で､はがきにオリジナルの絵を描
いて､一文添えて完成します｡②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致します｡

1,500円

①第1・3(水)10:30 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

①本当の声を探すヴォイスレッスン
②～発声の基本を学ぼう!～声楽入門

①橋本公子
声楽家

②樋本理英子
大阪音楽大学　声楽科　ピアニスト

3/14(木）10:30 ～ 1,500円

第2(木)10:30 ～ 12:30
月額2,800円(税別)

～簡単なのに楽になる～
リンパケア的エクササイズ
ふじたゆか リンパケアサロンhokulant代表

株式会社feather LINK健康福祉担当

ガチガチさん大歓迎♪身体の不調に振り
回されない幸せな生き方を叶える、簡単
楽チン､エクササイズレッスンです｡

3/5･19(火)10:30 ～ 1,500円

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。

3/8･22(金)13:00 ～ 1,500円

第2・4(金)13:00 ～ 14:15
月額3,800円(税別)

女性のための
リフレッシュ＆リラックスヨガ
ayaco 全米ヨガアライアンスRYT200認定

シニアヨガトレーニング修了インストラクター

ヨガは誰にでも出来ます｡健康で心豊かな生
活が送れるよう､楽しく気持ちのいいヨガを
ご一緒しませんか。

3/13･4/10(水）10:15 ～

月4回(水)
10:15 ～ 11:15
月額4,200円(税別)

第1・3(水)
10:15 ～ 11:15
月額2,500円(税別)

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

1,500円

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。

日時はお問い合わせ下さい 1,500円

(月)・(水)･(日)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
く学んでいきます｡

日時はお問い合わせ下さい 1,500円

第2･4(木)10:15 ～ 11:45
第2･4(火)19:30 ～ 21:00
月額6,100円(税別)

～電話応対技能検定資格取得に対応～
好感をもたれる話し方教室
藤谷昭子他 元KBSアナウンサー

電話応対技能検定指導者・審査員
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！

1,500円

①第3(日)13:00 ～ 15:00月額2,050円(税別)
②第1・3(火)12:30 ～ 14:30月額4,100円(税別)

～女性のための～健康マージャン
樫村昭裕 麻雀プロ

ユニークな指導方法で基本のルール､役､
点数計算を分かりやすく丁寧に指導致しま
す｡覚えることを減らし､簡単に遊べるよう
に工夫しています｡

日時はお問い合わせ下さい

①(月)(水)60分月額10,200円(税別)
②第1・3(水)19:00 ～ 20:00月額4,100円(税別)

①パソコン教室個別指導講座
②～少人数制～パソコン教室
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

2,550円

①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！②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　　

①姿勢･肩こり改善ヨガ
②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

OMYグループ認定 Happy hatsumi yoga
認定保持ヨガインストラクター

1,500円

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)
10:10～11:00
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）

4/4(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 3/25･4/1(月)10:00～
4/4(木)11:00～ピ 3/25･4/1(月)11:00～

4/4(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

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(金)17:00～18:00 月額5,850円（税別）

月3回(水)(土)15:30～16:30
月3回(金)15:00～16:00
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 4/6・20(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・佐竹彩子 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
4/5(金)
17:00 ～ピ 3/6(水)17:00 ～・4/3(水)15:30 ～

4/5(金)15:00 ～ 3/9･4/6(土)15:30 ～ ア

3/22（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

【年長～】
【5歳～】

月3～4回(金)
〔中学生〕18:30～19:45
〔高校生～一般〕19:55～21:20
月3～4回(火)
〔高校生～一般〕20:00～21:15
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）

3/16・4/6(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 3/17・4/7(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

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

3/25・4/1(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 3/24・4/7(日)12:00～

月3回(日)
〔初級〕12:00～12:50月額4,150円(税別)
〔中級〕13:00～14:00月額4,650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

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

3/28･4/11(木)
①10:00～ ②11:15～

3/15・4/19(金)
①10:00～ ②13:30～

①3/25･4/8（月)19:00～、3/28･4/11(木)10:30～
②3/28･4/11（木)13:30～

3/7・4/4(木)
①10:30～ ②13:30～

3/26・4/9(火）13:30～、3/22・4/12(金）16:00～

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

Mica オリエンタルベリーダンサー

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。

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)
①19:00～19:50
②20:00～20:45 月額4,700円(税別)

第3(金)①10:00～12:00②13:30～15:30 月額2,100円(税別)

3/19･4/2(火)
①19：00～ ②20:00～

3/28(木）
①10:00～ ②13:00～

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、基本から
､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、基本から、曲、リ
ズム踊りを習得します。

3/29・4/5(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 ①3/26・4/2(火)13:30～
②3/10・4/7(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。

各1,500円

3/12･26(火）10：30～
3/9･23(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

3/6･20(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

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。

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

②第2・4(金)10:45～12:00

①お勤め帰りのキレイヨガ
②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

1,500円 3/2･16(土)
①12:00～②13:30～

①2/17･3/17(日)13:00～
②3/5･19(火)12:30～

①3/7･21(木）18：20～・19：30～
②3/8･22(金）10：45～

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

第1・3(木)
①10:00～11:15・②13:00～14:15
月額3,800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。

1,500円 3/28(木）11:30～

第1・3(木)
11:30～12:45
月額3,500円(税別)

①第1・3(木)18:20～19:20・19:30～20:30

運動不足解消ハタヨガ
Tomomi

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!

ヨガで楽しくカラダを整えていきましょう!

1,500円

3/11･4/8(月)10:00～
3/7･4/4(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 3/10･4/14(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 3/20･4/17(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 ３/7･28(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

3/8・4/12(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。

平井真紀

3/18･4/1(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

3/6・4/3(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

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。

3/12･4/9(火）13:30 ～

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

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｡

3/14･4/11(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

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｡

3/6･4/3(水）10:30 ～ 1,500円

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｡

3/15･4/5(金）15:30 ～ 1,500円

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。

3/12･4/9(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

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｡

3/8･4/12(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。

初めてのタロット占い

3/10・4/14(日)10:00 ～ 1,500円

第2(日)10:00 ～ 11:00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｡

神秘的なタロットカード入門講座
2,500円(税別)3/10・4/14(日)10:00～11:00

第2（月）10:30 ～ 12:30
第1（火）16:00 ～ 20：00の間
各講座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｡

お問い合わせ下さい。 3/26(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

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。

3/20・4/3(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。

3/13・4/10(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！

3/28・4/25(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｡

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 3/22･4/5(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 3/20・4/3(水)①10:30 ～ ②13:30～ 3/15・29(金)①10:30 ～ ②13:00～

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

第1・3(金)①10:30～12:00②13:00～15:00
月額各3,100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トカバーまで
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

3/19・4/2(火）13:00～･15:00～

第1・3(火)
13:00～15:00
15:00～17:00
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指導
致します。個別指導もございます。

1,500円 3/11･4/1(月)10:30～
3/28･4/11(木)13:30～

①3/6・4/3(水)10:30～
②時間はお問い合わせ下さい。

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 3/14・28(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 3/22・4/12(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

読売書法会理事

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

第3(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カード作り
1,500円(税別) 300円(税別)4/15(月)10:00～12:00

3/18･4/15(月)13:00～ 1,500円 300円

3/13(水)10:00～11:00

第2･4(水)10:00 ～ 11:30
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
廣庭裕子 一般社団法人ピアノゆうゆう塾®常務理事

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｡

一からはじめる
｢大人のケンハモ｣

3/2･16(土)10:00 ～ 1,500円

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!

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・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

3/1･4/5(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 3/11・4/8(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

②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)

3/12・4/9(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 3/10・4/14(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

月額3,300円(税別)

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075-691-141510:00～20:00


