
生活文化

趣味教養

3/6・13・20・27(月) 1,500円
1,000円

月3回(月)10:00 ～ 12:00
月額4,650円(税別)

はじめての茶道

茶道を通して楽しみながら日本文
化を学びましょう。茶道の初歩か
らゆっくり、丁寧にお教えします。 

矢北宗高・島原宗令 裏千家茶道　専任講師

3/25・4/22(土) 1,500円
2,700円

第4(土)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

愉しい花アレンジ

生花を中心に基本を取り入れ、季
節に応じてドライフラワーやプリ
ザーブドフラワーを使い、花アレ
ンジを楽しみます。

森田美紀 フロー・デ・リー講師

3/8・22・4/12(水) 1,500円
2,000円

第2・4(水)19:00 ～ 20:30
月額4,200円(税別)

Salut(サリュ)フラワーアレンジメント

フレッシュ・プリザーブド・ドライなどいろ
いろな花を使って季節のフラワーデザイ
ンを楽しみます。初めての方も大歓迎！

島田正代 フラワー装飾1級技能士

3/27・4/24(月) 1,500円
870円

第4(月)10:30 ～ 16:00
月額2,100円(税別)

山村御流朝紫会いけばな教室

一花一葉の美しさを大切に、あるがまま
に生けてまいります。心豊かにお花と語
らいましょう。

早川起松 華務職

3/4・18・4/1(土) 1,500円
870円

第1・3(土)
16:30 ～ 20:00の間
月額4,100円(税別)

生け花未生流

伝承の格花と日常空間にも適応する新花
を季節の草花を使って楽しく学びます。
初心者大歓迎です。  

日後里砂甫 師範

①3/7・21(火) ②3/4・25(土) 1,500円

①第1・3（火）10:30 ～ 12:30
②第2・4（土）13:30 ～ 15:30
月額3,100円(税別)

筆ペン・ボールペン講座

美しい文字の書き方をマスターしま
しょう。日頃よく使う筆ペンとボール
ペンが両方うまくなる講座です。

①徳永華漣
②石井和子

暁書法学院講師

3/7・21・4/4(火) 1,500円

第1・3(火)15:00 ～ 17:00
月額4,000円(税別)

賞状書士養成講座

賞状や宛名書き、楷書の基本点画な
ど賞状書士としての基礎となる技法
を一から指導します。基礎コース(6ヵ
月)を修了後、3級検定の受験資格が
得られます。

大棚由貴子 賞状書士センター専任講師

3/8・15(水)、3/11・18(土)、3/5・12(日) 1,500円

(水)13:00 ～ 20:30の間の120分
(土)17:00 ～ 20:30の間の120分
(日)10:00 ～ 13:00の間の120分

～集中力も高まる～硬筆・毛筆・書道教室

文字は書く人の人柄を表します。芳名録・のし袋・ハガキの表書きから芸術的な作品
まで、個人のペースに合わせて指導致します。硬筆・毛筆どちらも受講可能です。 

渡辺富美代 日展　水穂会常任理事

4/10(月)

月4回(月）10:00 ～ 12:00
全10回15,000円(税別)

京都きもの学院着付教室

約3ヶ月で多彩な着付と帯結びのテクニック
を学び一人で着られるよう指導いたします。
【入会特典有】
入会金免除、受講料割引、着物無料レンタルなど

京都きもの学院講師

3/1・15・4/5(水) 1,500円
1,000円

第1・3(水)10:15 ～ 12:15
月額4,100円(税別)

～今日からあなたも刺繍女子～戸塚刺繍

一針一針の積み重ねから生れる、優しく豊かな彩りの作品を
作りましょう。手作りの良さ、温もりを味わえますので、刺繍
や手芸に少しでも興味がある方はぜひどうぞ。

中山洋子 戸塚刺繍協会師範総代

3/21・4/18(火) 1,500円
500円

第３（火）10:00 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

ほのぼの羊毛フェルト

ふわふわの羊毛を専用針でつつ
いて、好きな形に固める不思議な
クラフトです。可愛い動物や小物
が作れます。 

藤井真紀 Ｐｏｎｙ Ｃｒａｆｔ主宰

3/10・24・4/14(金) 1,500円

第2・4（金）19:00 ～ 21:00
月額4,100円(税別)

市田ひろみの着物レッスン

着物は自分で着てこそ本当に楽しめま
す。市田ひろみ直伝の苦しくない、着くず
れしない着付けを楽しく学べます。 

河野美子 日本和装師会会員
１級着装師

3/2・16・4/6(木) 1,500円

第1・3（木）13:00 ～ 14:00
月額4,300円(税別)

ABCからの英会話 入門

初心者向けコースで、イチから英
会話を始めたい方のコースです。
他のクラスもございますのでお問
い合わせください。

田渕敦子 通訳案内士

①3/7・21(火) ②3/9・23(木) 1,500円

①第1・3（火）
15:00 ～ 16:30【初級】
16:45 ～ 18:15【入門】
月額4,100円(税別)

②第2・4(木)
13:00 ～ 14:30【中級】
月額4,100円(税別)

楽しく韓国語（入門、初級、中級）

読み・書き・易しい会話を中心に、愉しく韓国語
に触れてみましょう。入門クラス、初級クラス、中
級クラスがございます

秋山公平 前慶煕大学平生教育院講師

3/12・4/9(日) 1,500円

第2・4(日)10:30 ～ 12:30
月額5,000円(税別)

～初心者大歓迎！～キレイに楽しくカメラ講座

カメラ、写真を撮るのが好きな方、どうすれば綺麗に撮れるかお悩みの方、
一緒にカメラ、始めませんか？全くカメラを触ったことのない初心者の方で
も使い方からお教えします。

入交佐妃 APA公益社団法人
日本広告写真家協会　正会員

3/9・23・4/13(木) 1,500円

第2・4(木)13:30 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

楽しい朗読教室

これからの人生にもう１つの楽し
みを！ご一緒に童話や短編を読みま
しょう。あなたの声が若返ります♪ 

小杉嘉代子 フリーアナウンサー

3/7・4/4(火) 1,500円

第1(火)10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

はじめての短歌

五・七・五・七・七。三十一文字の短歌を作
ることで、日々の生活が大きく変わりま
す。初めての方でも大丈夫！ 

松村正直 「塔」編集長

3/18・4/15(土) 1,500円

第3(土)13:00 ～ 15:00
月額2,200円(税別)

楽しい俳句教室

日常の様々な出来事や情景を言葉を
選び、美しく表現してみませんか。俳句
を通して日本語の美しさ、深さを共に
味わいましょう。 

中田 剛 「翔臨」「古志」「円座」同人

3/10・24・4/14(金) 1,500円

第2・4(金)13:00 ～ 16:00
月額5,000円(税別)

はじめての健康マージャン

世界一面白いゲーム、マージャン、
初めてみませんか？指先を使う事
で脳を活性化させる健康的なゲ
ームです。

樫村昭裕 プロ雀士

3/17(金) 1,500円

第1・3（金）10:00 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

デジタル写真教室

デジタル写真を楽しみたい方のための
講座で、コンパクトカメラでもOKで
す。月２回レッスンのうち、１回目は野外
で撮影、２回目は教室での講座です。

山本偉紀夫 社団法人日本写真家協会

3/28・4/25(火) 1,500円
1,000円

第4（火）10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

～指先のアート～和紙ちぎり絵

様々な色合いの和紙を薄くちぎり、濃淡を
出します。四季折々の花、人物、風景など
を一緒に作って楽しみましょう。

板﨑美代子 全国ちぎり絵サークル所属

3/27・4/24(月) 1,500円
500円

第4（月）13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

～えっ！レースじゃなかったの？～パーチメントクラフト

厚手のトレーシングペーパーに図案
を描き道具を使って花やレース模様
を浮き出させます。紙とは思えない繊
細な仕上がりです。

高垣成美 ぺルガマーノチューター

3/7・21・4/4(火) 1,500円
300円

第1・3(火)
10:00 ～ 12:00・13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

～誰にでも描ける～水彩画教室

「絵を描いたことがなかったのに、自
分がこんな風に描けるようになるな
んて！」教室の生徒様のお声です。

小栗栖好子 イラストレーター　水彩画家

3/3・17・4/7(金) 1,500円
1,000円

第1・3(金)13：00～ 16：00
月額5,100円(税別)

初めての日本画

まずは季節の草花を細密にデッサンを
し、その後キラキラした岩絵の具、墨、箔
を使って、楽しく本格的な日本画を描き
ましょう。

田中明・明代 A2クラフト研究所

3/13・4/10(月) 1,500円
1,000円

第2（月)10:00 ～ 13:00
月額1,600円(税別)

初めての仏画教室

仏様や仏教についての解説の後に仏画
を描きます。目で耳で楽しむ教室です。
経験に応じて指導します。

柳原朗月 国立大学教育学部卒
京都市立芸大(日本画)卒

3/13・27・4/10(月) 1,500円
300円

第2・4(月)19:00 ～ 21:00
月額3,100円(税別)

マンガ★六地蔵Deアート

漫画・イラストの描き方が学べます。基礎的
なデッサンの見直しから漫画の描画力の養
成まで、一緒に学びましょう。

野田陽子 京都精華大学芸術学部マンガ学科
ストーリーマンガ専攻卒

3/22・4/26(水) 1,500円

第4(水)10:30 ～ 12:30
月額2,550円(税別)

チョークアート

オイルパステルと指を使って描く
アートです。絵を描いたことがな
くても大丈夫！インテリアボードと
しても飾れます。

長谷川真美 CAA日本チョークアーティスト協会
ＭＥ認定講師

3/6・4/3(月) 1,500円 500円

第1(月)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

～ホンモノそっくり～造形盆栽

日々自然を観察しながら、粘土やリボン
など身近な材料を使って楽しめる手作り
の盆栽です。本物そっくりの出来上がりに
びっくり。

田中和子 全国造形盆栽美術家協会助教授

3/3・17・4/7(金) 1,500円
1,500円

第1・3(金)13：00～ 16：00
月額5,100円(税別)

バードカービング教室

緻密に彫った鳥の彫刻に色づけを
し、本物のように仕上げるアメリカ
発祥の工芸品です。体験では、リア
ルなシジュウカラなどを作ります。

田中明・明代 カービングフレンズ京都会長
関西バードカービングクラブ幹事

3/7・21・4/4(火) 1,500円
2,000円

第1・3(火)13:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

～木の温かさにふれる～木彫教室

初めて彫刻刀を持つ方も安心。お一人
ずつ丁寧に指導致します。ブローチか
ら家具まで、お好きな作品作りを楽し
みましょう。 

辻井雅子 木彫アトリエ「雅夢」主宰

3/16・4/20(木) 1,500円
300円

第3（木）
10:30 ～ 12:30【初級】
13:00 ～ 15:00【中級】
月額2,100円(税別)

～粘土で作るリアル花～クレイ・フラワー

手に優しいふわふわした特殊な粘土で、
お花を作ります。貴方だけのオリジナル
で、簡単に かわいいお花が作れます。

高平久美子 Ａｎｇｅｌｓ　Ｗｉｎｇ

3/10・4/14(金) 1,500円
1,000円

第2(金)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

木の実で作るドイツ伝統工芸
トロッケンゲビンデ

トロッケンゲビンデは木の実や花、スパイ
スなどのドライ素材で飾り付けるドイツ装
花です。お部屋で南ドイツを味わえます。

山本佐知子 トロッケンゲビンデ講師

3/9・4/13(木) 1,500円 1,500円

第2（木）13:00 ～ 15:00
月額2,600円(税別)

やさしいシルバーアクセサリー

三菱マテリアルの銀粘土を使用し
ます。近年銀粘土も新しくなり、初
めての方にも自分好みの作品が
制作できます。 

吉國世津子 日本貴金属粘土協会認定講師

3/9・23・4/13(木) 1,500円
1,080円～ 1,620円

第2・4(木)10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

楽しいアクセサリー教室

基本技術から講師資格まで。日常使用
からフォーマルまで、色やアイテムは
ご希望作品をご用意いたします。 

玉井美保子 国立台北故宮博物院国際正会員

3/6・20・4/3(月) 1,500円
2,000円

第1・3(月)10:30 ～ 12:30
月額6,100円(税別)

ヨーロピアンペインティングアート

華やかで品のあるヨーロピアンペ
インティング！意外に簡単で早く仕
上がるので、どんどん作品を作っ
てくださいね。

西田尚美 アトリエN主宰

アート＆
クラフト

3/17・4/21(金) 1,500円
1,000円

第3(金)13:00 ～ 15:00
月額3,100円(税別)

～もう市販の石けんは使えない！～癒しの手づくり石けん

オリーブ油などの食用素材にアロマの香りやデザインを加え、肌にやさしいオリジナル石けん
を作ります。見た目も可愛く使い心地も抜群。
もう市販の石けんは使えなくなりますよ！

松澤晴美 ハンドメイド石けん協会認定シニアマイスター

3/18・4/8(土) 1,500円 1,000円

第2（土）10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

アイシングクッキー

可愛いオリジナルクッキーを作っ
てみませんか？プレゼントに添え
るだけでもメッセージカード変わ
りになります。大切な人にぜひ。

日本サロネーゼ協会認定講師

3/14・28・4/11(火) 1,500円
500円

第2・4(火)13:00 ～ 15:30
月額4,100円(税別)

楽しい手編み教室

編み方の基礎・応用技術をわかりやすく指導
します。手作りの温かさを感じてみてくださ
い。ご希望の方は資格取得もお手伝いします。

木村京子 公益財団法人 日本手芸普及協会認定
手編み師範

3/14・28・4/11(火) 1,500円
500円～ 1,200円

第2・4(火)14:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

ぬくもり伝える布＊ハンドメイド

お気に入りの布で、すぐに使える１点
もののバッグやポーチを作りません
か？ご希望の方にはパッチワークもご
指導します。

橋本喜代美 日本手芸普及協会講師
キルトコンテスト多数受賞

3/3・17・4/7(金) 1,500円

第1・3(金)19:30 ～ 21:00
月額3,100円(税別)

金曜日のリラックスヨガ

仕事や家事で疲れている身体を
気持ち良く動かし、心身共にリラッ
クスしましょう。無理なく楽しくや
さしくレッスンします。

井上房子 日本ヨーガ禅道友会教師

3/9・30・4/13(木) 1,500円

第2・4(木)10:30 ～ 11:40
月額4,100円(税別)

～バランスのとれた身体～バレトン

フィットネス、バレエ、ヨガをミック
スさせた簡単なエクササイズで
す。バランスの崩れた筋肉を整え、
キレイな身体作りを目指します。

奥山久美子 FTPバレトン認定インスラクター

①3/7・14・21(火) ②3/19(日) 1,500円

①月4回(火)10:00 ～ 12:00
【60分】月額4,000円(税別)
【90分】月額5,400円(税別)
【120分】月額6,400円(税別)

②第3(日)
10:00 ～ 12:00
月額1,600円(税別)

～心と身体を芯から癒す健康法～太極拳

健康・医療体操として親しまれている中国の伝統武術です。ゆるやかな全身運動で、
日々の疲れを癒しましょう。 日曜の月一回コースもございます。

北岡幸子 全日本武術太極拳連盟A級指導員

3/2・4/6(木) 1,500円
1,000円

第1（木）19：00～ 20：30
月額3,100円(税別)

ビューティフルアロマセラピー講座

心地良い香りやハーブで心と身
体がリラックス。美に繋がるアロマ
セラピーを学んでいただけます。

田中智子 ミュゼ（株)認定アロマセラピスト

3/13・4/10(月) 1,500円
500円

第2(月)13:30 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

～ナイフ1本で作る立体アート～はじめての彫紙アート

重ねた色紙をナイフ1本で彫り、紙本来の色や質感を活かし、立体感や奥行き感
を出す、日本発祥の新しいアートです。色の組み合わせを楽しみながら自分だ
けのオリジナル作品を作りましょう。

濱井もとこ JCAA彫紙アート協会認定上級インストラクター

3/14・4/11(火) 1,500円
1,500円

第2(火)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

ポーセラーツ

シール感覚で貼れる転写紙を使
い、真っ白な器に好きなようにデ
ザインを楽しむことができます。
ギフトにもどうぞ！

杉山苗里香 日本ヴォーグ社認定インストラクター

3/11・4/8(土) 1,500円
500円

第2（土）13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

～新時代のデコパージュ～
ヘリテージDECO（デコ）

木でも布でも陶器、金属でも身の回りのあ
らゆるものが生まれ変わります。好みの絵
柄のペーパーを使うので絵心も不要です。

山本利絵 日本ヴォーグ社
ヘリテージDECO講師

3/2・9・16・23(木) 1,500円

月4回(木)10:30 ～ 11:45
月額6,000円(税別)

ゆる体操

声を出しながらやさしく体をほぐ
します。体のコリやゆがみが取れ、
健康、ダイエットにも高い効果が
あります。

米光 篤 NPO法人日本ゆる協会公認
ゆる体操正指導員初級4th Grade

3/2・16(木) 1,500円

第1・3(木)20:10 ～ 21:10
月額3,600円(税別)

～姿勢改善としなやかな身体を目指そう～
マットピラティス

身体の奥深くにある筋肉(インナーマ
ッスル)に働きかけ、様々なエクササ
イズを行います。シニアの方でも大丈
夫ですよ！

森井裕子 BESJ認定トレーナー
Reverb.YMV主宰

3/2・16(木) 1,000円

第1・3（木）10：30～ 12:00
月額4,100円(税別)

～年齢を問わず楽しくできます～
真美（しんび）健康体操

リズムストレッチ・簡単なダンス・ヨガ体
操とメニューはバラエティ抱負です。仕
上げは愛情指圧でほっこり。

小田滋子 真美健康体操協会インストラクター

3/1・15・4/5(水) 1,000円

第1・3（水）10:30 ～ 11:40
月額3,100円(税別)

キレイになるヨガ

初心者向けのプログラムです。ヨガ
のポーズと呼吸法、ストレッチも交
えて心も体もリフレッシュします。

小谷洋子 IYCキレイになるヨガインストラクター美容・健康・
癒し

3/8・22・4/12(水) 1,500円

第2・4(水)10:30 ～ 11:30
月額4,000円(税別)

～回して回して脂肪も燃える～フープエクササイズ

フラフープを使ってリズムに乗せて楽しくエクササイ
ズ！振り付け要素を取り入れて、1曲完成するころにはマ
イナス5キロも夢じゃない！有酸素と無酸素運動を組合
わせた今注目の新エクササイズです。

サカトモコ HOOLP COMPANY認定エクササイズインストラクター

3/10・24・4/14(金) 1,500円

第2・4（金）19:30 ～ 21:00
月額4,100円(税別)

はじめてのフラダンス【夜】

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。週末、南国
に想いをはせ日頃のストレスを一掃しま
しょう。

熊本啓江 ハワイアンフラインストラクター

3/7・21（火) 3/26(日) 1,500円

月3回(火)
13:00 ～ 14:30
月額5,550円(税別)

第4(日)
13:30 ～ 15:00
月額2,600円(税別)

ハワイアンフラダンス

いつまでも若々しくフラダンスでステキな
ひとときを！おだやかな動きで年齢を問わ
ず美容と健康に最適です。 

カズコカプアナニミヤチ ハーラウ・フラ・ハウオリ･スタジオ主宰

3/3・10・17(金) 1,500円

第1・2・3（金）11:00 ～ 12:30
月額5,550円(税別)

朝のさわやかフラダンス

さわやかな朝のひとときをフラダンスで
楽しみましょう。ハワイの楽器「イプヘケ」
を使い、基礎からレッスンします。

Yumi Laulani ハワイアンフラインストラクター

3/12・26・4/9(日) 1,500円

第2・4(日)
10:30 ～ 11:45・12:00 ～ 13:15
月額4,100円(税別)

エキゾチック☆ベリーダンス

中近東発祥の即興のダンス。インナーマッス
ルを使うため引き締め効果も。楽しく踊って
キレイになりましょう。 

ＳACHI Sacred Bellydance ｏｆ Masako スクール所属ダンサー

3/1・29・4/5(水) 1,500円

第1・3（水）15:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

～美しくシェイプアップ～ベリーダンス

日頃運動不足の方や体力に自信がない方
でも大丈夫。エキゾチックな曲に合わせて
楽しく踊ってシェイプアップ！

maya ベリーダンサー

3/6・13・27(月) 1,500円

月3～ 4回(月)
12:00 ～ 13:30
月額4,830円～ (税別)

スローコンビネーションジャズダンス

バラードの曲に合わせて指先か
ら足先まで使い、美しく女性らし
い踊り方をマスターしましょう。 

山田真美恵 M-ism Dancing代表

3/8・22・4/12(水) 1,500円

第2・4（水）
18:50 ～ 19:50【入門】
20:00 ～ 21:10【初級】
月額4,500円(税別)

はじめてのタップダンス

音楽に合わせて基礎ステップ、リズム遊びや振付などを
少しずつ学び、マイペースに楽しめます。様々なジャンル
の音楽で踊りましょう♪ 

Hikarun タップダンスインストラクター

①3/2・16(木) ②3/2・9・16(木) 1,500円

①第1・3(木)
18:45 ～ 20:00【入門】
月額3,000円(税別)

②月4回(木)
20:15 ～ 21:45【初中級】
月額5,400円(税別)

ジャズダンス【入門・初級、中級】

ジャズダンスの基礎からゆっくり指導し
ます。色々な曲に合わせてカッコ良く踊
りましょう。 

山田真美恵 M-ism Dancing代表

3/8・15・22・29(水) 1,500円

月3～ 4回(水)
14:30 ～ 16:00
月額4,650円～ (税別)

大人のためのストレッチ＆バーレッスン

足から首まで、体の隅々までストレッ
チ。その後バレエのバーレッスンでよ
りしなやかで美しい姿勢に整えます。 

山本佳子 山本佳子・バレエストレッチ教室講師

3/6・13・27(月) 1,500円

月3～ 4回(月)10:00 ～ 11:30
月額4,650円～ (税別)

リフレッシュバレエ

バレエをやってみたい方、子どもの頃
習っていた方、年齢を問わず、楽しく健
康な身体作り・スタイル維持を目指し
ましょう。 

元谷仁美 京都バレエ専門学校講師

3/12・26・4/9(日) 1,500円

第2・4(日)
17:00 ～ 18:00【入門】月額4,100円(税別)
17:30 ～ 19:00【初・中級】月額5,100円(税別)

フラメンコ舞踊

フラメンコに楽しく触れながらスペインの
歴史や文化も学んでいきます。体感できる
確かな心の躍動が待っています！ 

向 京子・西川貞代 スタジオNORA大阪主宰・アシスタント

3/4・11・18(土)

月3回(土)10:00 ～ 11:30
月額4,650円(税別)

楽しく学べる合気道

勝ち負けを争わない和合の武道を通じ、心と体をバラン
ス良く整え、年令や体力に応じた技や動きを楽しく学び
ます。

南 道雄 (財)公益法人合気会京都府合気道連盟副会長

3/4・11・18・25(土)

月3～ 4回(土)
19:00 ～ 20:30
月額4,260円～ (税別)

大人のための空手道教室

空手は誰にでもできる護身術です。精神修養・
体力増強・ダイエットなどにも役立ちます。 

神田 作 全日本空手道連盟公認四段
草野派錬士五段　副師範代

3/11・25・4/8(土) 1,500円

第2・4（土）13:30 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

サルサダンス（キューバン）

ラテンの陽気な音楽に合わせて、基
本ステップからスタート。軽く身体を
動かしたい方や、楽しくダイエットを
したい方にもオススメ！

キャプテン上田 Los Amigos Carientes所属

3/2・16・30(木) 1,500円

第1・3(木）13:00 ～ 14:10
月額3,700円(税別)

初めてのK-POPダンス

ＫＡＲＡや少女時代など、Ｋ-ＰＯＰアイ
ドルのダンスをコピー！セクシーに♥
格好良く♥踊りましょう。 

ＭＩＫＩＥ IMPACTグランドチャンピオン大会優勝
DANCE DEYANCEグランドチャンピオン大会優勝

3/3・10・17・24(金) 1,500円

月4回(金）14:00 ～ 15:00
月額5,200円(税別)

初心者のための社交ダンス

社交ダンスは難しくない！音楽に
合わせて立って歩くことを進化さ
せたものです。さあ、ご一緒に 
Shall We Dance！ 

松岡徹二・瀬川滋子 京都ロイヤルダンス教師協会　会長

3/9・16・23(木) 1,500円

月3～ 4回（木）15:00 ～ 16:00
月額4,500円～ (税別)

初めての社交ダンス

初心者歓迎！初めての方はジルバ・ブルー
ス・ワルツ・タンゴ等を分かり易く指導致し
ます。経験にステップアップしていきます。

明石眉美 日本ボールルームダンス協会会員ダンス・舞踊・
武道

①3/8・22(水) ②3/2・16(木) 1,500円

①第2・4(水)11:00～13:00・13:30～15:30
②第1・3(木)18:30～20:30
月額3,100円(税別)

ヒット歌謡レッスン

発声練習から始め、課題曲をみんなで
合唱。その後一人ひとりのカラオケ歌
唱とポイント・アドバイスを行います。

久谷獨史 日本歌謡芸術研究所　師範

3/9・23(木) 1,500円

第2・4(木)16:30 ～ 17:00（個人30分）
月額7,100円(税別)

ぐんぐんひきだすヴォーカルレッスン
Vamos la Musica !

ジャンルを問わずお好きな曲を発声からレ
ッスン。弾き語りやピアノソロもOK！　一歩
踏み出したい人の為の30分。 

三品純子 ブレストレーナー＆ピアニスト

3/8・22・4/12(水) 1,500円

第2・4(水)19:00 ～ 20:00
月額4,600円(税別)

やさしいキーボード♪

初心者の方でも大丈夫。演奏や弾き語りに
必要なテクニックやコード知識など一緒に
学びましょう。

林 知宏 キーボーディスト

日時はお問い合わせください 1,500円

月3～ 4回(火)18:30 ～ 19:00（個人30分）
月3～ 4回(金)15:00 ～ 16:00（個人30分）
月額6,900円～ (税別)

～初めての方も安心の個人レッスン～ピアノレッスン♪

初めての方も、ブランクのある方も、基礎から楽しくレッスン♪ピアノを通して、
表現力・集中力を身につけましょう！3歳から受講可能です。

市井美智子・上田かおり JEUGIAピアノ講師

①3/13・27(月) ②3/5・26(日) 1,500円

①第2・4(月)
11:00～【個人30分】
月額6,100円～(税別)

②第2・4(日)
13:00 ～ 15:30【個人30分】
月額6,100円～(税別)

～老若男女、クラシックギターもOK～プライベートギター教室

子供から大人まで、初心者の方にもマンツーマンで
丁寧に指導いたします。クラシックギターは月曜の
レッスンになります。

松田晃明・溝渕啓太 JEUGIAギター講師

3/9・23・4/6(木) 1,500円

第2・4（木）
18:00 ～ 19:00（個人30分）
月額6,100円(税別)

ベース教室

ベースは音楽の要です。初心者からプ
ロを目指す方まで、ベースを通して音
楽の楽しさを表現しましょう。ウッドベ
ース・エレキベース・どちらもＯＫ！ 

中嶋明彦 ミュージシャン

3/2・16・4/6(木) 1,500円

第1・3(木)14:00 ～ 15:00
月額5,100円(税別)

たのしいウクレレ

楽器を持つのが初めてという方
も、気軽に楽器の楽しさが実感で
きます。バンドマン歴40年の実績
で指導します。 

ヒロ山崎 ハワイアンバンドアイランドブルーウクレレ奏者

3/2・16(木) 3/26(日) 1,500円

第1・3(木)10:00 ～ 13:00（個人30分）
月額5,200円(税別)

フルート

フルートが初めての方も、久しぶりの方
も、それぞれのペースに合わせて楽しく
吹けるようレッスンします。 月1回(第4日
曜)コースもございます。

梅野美子 大阪音楽大学卒業

3/1・8・15・22(水) 1,500円

月3～ 4回(水)
13:00～21:00（個人30分）
月額7,800円～ (税別)

ヴァイオリン　

美しい音色で人気のヴァイオリン。体
や頭の柔かい３歳頃が始め時！大人に
なって始めてもすぐに弾けます！ 

斉藤千代 国立音楽大学卒
元東京交響楽団員

3/2・16(木) 1,500円

第1・3(木)
10:00 ～ 13:00（個人30分）
月額5,200円(税別)

オカリナ

素朴で温もりある音色のオカリナを吹い
てみましょう♪初めてでも、楽譜が読めな
くても大丈夫です。 

梅野美子 大阪音楽大学卒業

3/6・20・4/3(月) 1,500円

第1・3(月)
14:30 ～ 15:30(中級)・15:30 ～ 16:30(初級)
月額6,100円(税別)

やさしい二胡

二胡の持ち方、姿勢などの基本から始め、童
謡や日本中の歌謡曲・クラシック等、多彩な
音楽を楽しんでいただけます。 

葉 衛陽 中国楽器演奏家

3/2・16・4/6(木) 1,500円

第1・3(木)10:00 ～（個人30分）
月額6,100円(税別)

三味線教室（長唄）

三味線の基礎からレッスンします。ヤル気
さえあればどなたでも弾けるようになりま
す！気軽に始めてみて下さい。 

杵屋勝進次 （財）杵勝会 理事

3/4・18(土) 1,500円

第1・3(土)
13:00 ～ 15:00（個人45分）
月額6,100円(税別)

筝・三弦教室

今、日本の文化が見直されています。琴の音色は心を和
ませてくれます。ご一緒に楽しく弾いてみましょう。 

日野田美和 沢井筝曲院師範

3/5・19・4/2(日) 1,500円

第1・3(日)
14:00 ～ 18:00【個人45分】
月額7,600円(税別)※体験は30分

クラリネット

ソロ、アンサンブル、吹奏楽など様々な吹き
方をお教えします。初心者の方も大歓迎、美
しい音色を一緒に奏でましょう。

崔 賢順 大阪芸術大学演奏学科卒業
クラリネットプレーヤー

3/10・17・24(金) 1,500円

月3～ 4回(金)
17:30 ～ 18:00（個人30分）
月額7,800円～ (税別)

松岡ゆりなのヴォイストレーニング

あなたの声の魅力を最大限に引き
出します。TVやLIVEで活躍する経
験豊かな講師による楽しいレッスン！

松岡ゆりな ヴォイストレーナー
シンガー

3/10・24(金) 1,500円

第2・4(金)
13:00 ～ 14:00【グループ】月額4,100円(税別)
19:30 ～ 21:00【ゴスペル】月額5,100円(税別)

グループで歌おう/ゴスペル

TVやLIVEで活躍する経験豊かな講師による
楽しいレッスン！お昼のグループクラスと夜の
ゴスペルクラスがございます。

松岡ゆりな ヴォイストレーナー
シンガー

①3/6・20(月) ②3/5・19(日) 1,500円

①第1・3（月）15:00 ～ 17:00（個人40分）
②第1・3（日）14:30 ～ 16:00（個人40分）
月額4,400円(税別)

～基礎から始めよう！～
初めてのヴォイスレッスン

心と声を一体化できると歌がもっと楽しくなります。ヴ
ォイスレッスンを通じてその方法を身に付けましょう！ 

石橋康明 ヴォイストレーナー
シンガ―

音　楽

月額
月2回3,600円(税別)
月3回4,650円(税別)

今なら割引9,260円(税別)
▼

【女性限定】

月2回（日）18:00 ～ 18:30（個人30分）
月額5,100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 075-623-537110:00～20:00


