
1,000円6/13（火）19:45 ～ 手具レンタル200円(税込) 1,000円6/15(木)13:00 ～ 1,000円6/24(土)13:40 ～ 1,500円6/21(水)11:30 ～ 1,000円6/29(木)19:00 ～ 1,000円6/20(火) 時間はお問い合わせ下さい

1,000円6/23(金)19:00 ～ 1,000円6/30(金)14:30 ～ 1,000円6/30(金)11:30 ～ 1,000円6/16(金)20:15 ～ 1,000円6/27(火) 時間はお問い合わせ下さい
※楽器のない方は面談

時間はお問い合わせ下さい
※楽器レンタル有（レンタル代1,000円）

時間はお問い合わせ下さい
※楽器レンタル有（500円/税込）

2,315円6/22(木) 1,000円6/20(火)13:00 ～ 1,000円6/20(火)14:10 ～

1,000円6/21(水)13:00 ～ 1,000円6/24(土)16:00 ～ 1,000円6/26（月）①19:00～ ②20:10～ 1,000円6/19（月）20:10 ～ 1,000円7/5(水) 時間はお問い合わせ下さい

1,000円
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1,000円

6/14(水)、6/28(水)
①18:40～②19:50～

1,000円6/14（水）各時間 1,000円6/20(火)13:00 ～ 1,000円
6/27(火)16:30 ～

100円(税込) 1,000円6/20(火)17:00 ～ 100円(税込) 1,000円6/17(土)11:15 ～ 100円(税込) 1,500円6/23(金)18:30 ～

1,000円6/20(火) 時間はお問い合わせ下さい 1,000円6/17(土) 1,000円6/23(金)15:00 ～ 1,000円6/23(金)17:30～

1,000円
6/24(土)12:30 ～

1,000円

6/13(火)
①17:15～②18:30～

1,000円
6/14(水)16:30 ～

1,000円
6/16(金)19:00 ～

2,000円(教材費込)6/23(金)16:30 ～

1,000円6/20(火)①18:00～②19:30～

1,500円6/21(水)11:30～※体験のみグループ

1,000円6/19（月）19:30 ～

1,000円6/26(月) ①時間はお問い合わせ下さい ②③18:00～

1,500円6/29(木)14:00 ～

1,000円6/17(土) 時間はお問い合わせ下さい ※楽器レンタル有（500円/税込）

昔あこがれていたあなたも！

初心者歓迎！ 大人の新体操

第1･2･3(火)19:45～20:45
月額5,550円(税別)

年齢、体型、経験不問！どなたでも気軽に始めら
れる、大人向けの新体操クラスです。簡単なスト
レッチから体幹トレーニング、バレエなどを取り
入れながら、音楽、リボンなどを使い楽しくレッ
スン！姿勢の良い、しなやかで健康的な身体作り
にも最適です。

西園寺舞花 フォルテ新体操クラブ代表

素敵にチアダンス☆

第1･3(木)13:00～14:30
月額4,000円(税別)

ポンポンを持って笑顔で踊るチアダ
ンス。今注目の、大人対象クラスで
す。身体を大きく使った、女性らしい
動きと輝きを楽しみましょう。レベル
に応じてダンスの内容を設定します
ので、未経験の方でも大歓迎です！

葵  奈都乃 チアダンスコーチ
奈都乃チアアカデミー (NCA)代表

大人から始めるバレエ
～初心者のバーレッスン

第2･4(土)13:40～14:50
月額5,000円(税別)

美しい姿勢と柔軟性を養う
ためのストレッチから体幹
トレーニング、基礎のバー
レッスンをわかりやすく進
めていきます。

森 眞美 M.O.M Ballet主宰

奥深きカスタネットの世界

第3(水)11:30 ～ 12:10　月額2,500円(税別)

中川マリ フラメンコ舞踊手

はじめてのテルミン演奏

第1･3(木)19:00 ～ 20:00
月額5,500円(税別)

空間で手を動かしたら、その通りに音が反応す
る不思議な電子楽器、テルミン。楽器に対する
立ち位置、姿勢、チューニングの仕方、指使いの
フォームなどなど、基本的な奏法を指導します。
楽器のない方も受講可能！レトロモダンな不思
議さを楽しみながら、曲の演奏にチャレンジし
ましょう！

喜多計夫 テルミン奏者

designed by
Nensuria - Freepik.com

趣味で楽しむ大人のピアノ

第1･3(火)
11:30～18:30の間
［1回30分］
※時間はお問い合わせ下さい
月額5,000円～(税別)

憧れのあの曲がピアノで弾けたら素敵
ですね。初めてでも大丈夫！ 音楽を生涯
の趣味として楽しみませんか。

川畑律子 ピアノ講師

大人のバレエ

第2･4(金)19:00～20:15 
月額5,000円(税別)

立つ姿勢から足の重心の置き
方・立ち方まで、基礎からしっ
かり学べます。以前からやって
みたかった方、健康のために
何か運動をしたいと思われる
方、クラシックの調べに乗っ
て、ゆったりと楽しみましょう。
O脚改善にも効果的！

公益社団法人日本バレエ協会正会員
田村弘子バレエ研究所 久保貴子

久保圭子

やさしいフロアバレエ

第1･3(金)14:30～15:30
月額4,600円(税別)

フロアバレエは、バレエの動
きを床の上で行うエクササイ
ズです。体重が床に分散され
る分、膝や腰への負担を減ら
します。また、平らな床面が骨
格の歪みを補正し、立位では
難しい動きをサポートしてく
れるため、体幹を作りたい方
にもおすすめです。

まず「立つ」ことから～自分と向き合う

50歳からのバレエ

月4回(金)
11:30～12:30
月額8,000円(税別)

バレエはまず「立つ」ことから。鏡の
中のあなたと向き合い、身体への
意識を高めていくことにより、姿勢
改善、腰痛改善を！
レッスンで心地よい汗をかき、心と
身体を磨きましょう！

ストリートジャズダンス

第1･3(金)20:15～21:30
月額4,000円(税別)

ストリートジャズダンスの基礎か
ら学びヒップホップの音楽に合わ
せてダンスを踊れることの喜びを
表現しましょう！レベルに合わせ
たレッスンをするので初心者の方
も大歓迎！ 

Suzuka ダンスインストラクター

サックスレッスン

第2･4(火)
17:00～21:00の間［1回30分］
月額7,800円～(税別)

初めてサックスに触れる初心者の方
から経験者の方まで、一人ひとりのご
希望に合わせてレッスンいたします。
数ある楽器の中でも比較的音が出し
やすいと言われているサックスで新
たな自分を見つけてみませんか♪

山下　楓 サクソフォンインストラクター

フルートを楽しもう

第2･4(木)
13:00～21:00の間［1回40分］
月額7,500円～(税別)

初心者から経験者まで、一人ひとりに
合わせたレッスン。正しい演奏法を実
践し、作曲者の時代背景や作曲の経
緯なども交えながら、わかりやすくレ
ッスンしていきます。一緒にフルート
を吹く喜びを感じましょう。

辻井義祐 大阪芸術大学演奏学科管弦打コース最優秀卒業
第4回アジア・フルートコンクールファイナリスト及び入賞

はじめてのアカペラ

第1･3(火)13:00～14:00
月額4,000円(税別)

楽器を使わずに声だけで
演奏するアカペラを、日本
語のポップスや広く知られ
ている洋楽ナンバーで楽し
く学びましょう。ハーモニー
に包まれる感動に出会えま
す。

髙橋真弓 アカペラグループ「宝船」アルト・編曲
ボーカルトレーナー

アカペラグループ「宝船」アルト・編曲
ボーカルトレーナー

ハッピーソングコーラス

第1･3(火)14:10～15:10
月額4,000円(税別)

美しい歌詞や心にしみる
メッセージの込められた
日本語のポップスを、簡単
なハーモニーで歌います。
歌うことでハッピーになれ
る時間を楽しみましょう！

髙橋真弓

ハワイアンフラダンス

第1･3(水)
13:00～14:30
月額4,100円(税別)

アロハ！思いきって始め
ませんか。ハワイの甘い
メロディーで踊りましょ
う。心と身体が癒され、よ
みがえり若返りますよ。

カオヒナニ森重 カオヒナニ森重フラスタジオ主宰

はじめてのタヒチアンダンス

第2･4(土)16:00～17:00
月額4,000円(税別)

基礎から丁寧に進
めていきますの
で、初めての方も
安心。南国のリズ
ムに合わせて身体
を動かし、笑顔で
健康促進！

michiko ECOLE de TAHITI
専属インストラクター

いつまでも若 し々く★
エイジングケアベリーダンス

第2･4(月)①19:00～20:00
　　　　 ②20:10～21:10
月額4,000円(税別)

未経験者、運動が苦手な方、
基本から丁寧に進めます。
ベリーでしなやかなボディを
目指しましょう。エイジングケ
アに最適なダンスです。

チエ NESMA-bellydance-専属講師

はじめての南インド舞踊

第1･3(月)20:10～21:30
月額4,400円(税別)

サリーを着てインドのリズ
ムにあわせて踊りましょう。
ダンスが初めての方にも
楽しんで頂けるよう丁寧に
指導いたします。

福田麻紀 アムリッタ・ダンス・カンパニー主宰

ボーカルレッスン

第1･3(水)14:30～
［1回40分］
※時間はお問い合わせ下さい
月額6,000円～(税別)

声の出し方や表現力の向
上を中心にレッスンいたし
ます。初心者の方もお気軽
にどうぞ。

松永広幸 ボーカル講師

美と健康に
初めてのフラメンコ

第2･4(金)13:10～14:10
月額5,000円(税別)

フラメンコで美力Up!
ストレッチも取り入れ体幹
を強化し、しなやかで美しい
身体を作ります。初めての方
も大丈夫！

フランシスコ ザビエル ギジェン
舞踊家、モデル、ビューティー＆ライフアドバイザー

フランシスコ ザビエル ギジェン
舞踊家、モデル、ビューティー＆ライフアドバイザー

フランシスコ ザビエル ギジェン
舞踊家、モデル、ビューティー＆ライフアドバイザー

美力UP!
初めてのフラメンコ

第2･4(水)①18:40～19:40
　　　　 ②19:50～20:50
月額5,000円(税別)

フラメンコで美力Up!ストレッチ
も取り入れ体幹を強化し、しな
やかで美しい身体を作ります。
お勤め帰りの方でも気軽にご参
加いただけます！

社交ダンス
①初級ボールルームクラス
②初級ラテンクラス　
③テクニッククラス

月4回(水)①19:00～20:00
　　　　②20:00～21:00
　　　　③21:00～22:00
月額7,000円(税別)

紳士淑女のスポーツ、社交ダン
ス。当教室ではダンス未経験の
方から上級の方までご希望に合
わせたクラス設定で指導いたし
ます。

市川由佳 元学生全日本モダンチャンピオン

美と健康に
初めての社交ダンス

第1･3(火)13:00～14:00
月額5,000円(税別)

ウォーミングアップと、柔軟
性、体幹強化のストレッチか
らスタート。社交ダンスで楽
しく健康で美しい身体を作り
ましょう。元バルセロナ社交
ダンスチャンピオンが指導致
します。

こどもアートクラブ
4歳～小学6年生

第2･4(火)16:30～18:30
月額3,500円(税別)

毎回はじめに色鉛筆スケッチ
をし、観察力・描写力を養いま
す。作品制作では、絵画と工作
どちらも取り組むことで、総合
的な表現力・発想力を楽しく
育みます。

原明あさの アートの綿毛画家

こども書道
4歳～中学生

第1･3(火)
17:00～19:00　月額3,600円(税別)

硬筆・毛筆が学べます。
正しい持ち方や書き順
が身につき、美しい文
字とともに集中力も養
えます。学校の終わり
時間により、17時以降
でも入室可能です。

山本綾乃 暁書法学院講師

土曜のこども書道
4歳～中学生

第1･3(土)
11:15～12:30　月額3,100円(税別)

硬筆・毛筆が学べま
す。正しい持ち方や書
き順が身につき、美し
い文字が書けるように
なります。土曜の朝に
集中して取り組みまし
ょう！

岡本飛雲 暁書法学院講師

脳開・速読コンサルタント 呉 真由美監修

勉強に、スポーツに活かす！
速読脳トレ

小学4年生～

第2･4(金)18:30～19:30
全12回38,880円(税込)

読書速度のアップと共に、勉
強の仕方や記憶力アップ、ま
たスポーツでも活躍できる
ようアドバイス致します。

(一社)脳開コンサルタント協会認定講師

楽しくピアノレッスン
4歳～

お子様の個性に合わせたレッスン
で“楽しい！できた！”をたくさん体
験しましょう。

川畑律子 ピアノ講師

はじめよう！
アコースティックギター

10歳～

6本の弦から生まれるメロディ。
大好きなあの曲を、ギターで弾
けるようになりましょう！

高岡明広 大阪音楽大学短期大学部
音楽科音楽専攻卒業

親子で楽しむプレバレエ
2歳～ 5歳

第2･4(金)15:00～15:40
月額5,400円(税別) (ペア料金)

健康な身体と心を育てる情操
教育に最適です。ご挨拶・協調
性等バレエのレッスンを通し
大切に育てます。

キッズ/ジュニアバレエ
①3歳～小1／②小2～

月4回(金)
①17:30～18:20［3歳～小1］
　月額6,000円(税別)
②17:30～18:30［小2～］
　月額7,000円(税別)

幼児バレエリズミック
3歳～ 7歳

第2･4(土)
12:30 ～13:20
月額4,000円(税別)

幼少期に基本となるバレエ、リズ
ム感、表現力を幅広く学習するこ
とで、お子様の様々な可能性を
引き出してゆきます。

森 眞美 M.O.M Ballet主宰

子ども 新体操
4歳～小6

第1･2･3(火)
①17:15～18:15［4歳～小2］
②18:30～19:30［小3～小6］
月額5,550円(税別)

リボンなどを使い音楽に合
わせて楽しく踊りながら、礼
儀礼節を身に付け、心身共に
柔軟な成長を促します。

西園寺舞花 フォルテ新体操クラブ代表

キッズチア☆ダンス
5歳～ 12歳

月3回(水)
16:30～17:30
月額4,500円(税別)

映画『チア☆ダン』で話題
のチアダンス。楽しく踊りな
がら、チームワーク等の心
＝チアスピリットの育成に
も重点を置いていきます。
まずは明るく挨拶から！

葵  奈都乃 チアダンスコーチ
奈都乃チアアカデミー (NCA)代表

kid's ストリートジャズダンス
4歳～小学生

第1･3(金)19:00～20:00
月額3,600円(税別)

ストリートジャズダンスの基礎
から学びヒップホップの音楽
に合わせてダンスを踊れること
の喜びを表現しましょう！
レベルに合わせたレッスンを
するので初めての子も大歓迎！ 

Suzuka ダンスインストラクター

楽しい育児のスタート！
ベビーマッサージ

2ヶ月～ 1歳ごろ

第4(金)11:30 ～ 13:00
月額2,000円(税別)
※月1回・単発受講OK

ママの優しい手でたくさんの
愛情を伝えませんか？
全身のマッサージで赤ちゃん
もうっとりリラックス。

藤田亜希子
ベビーマッサージ講師

ウチの子、ホントはどんな子？
～ ISD個性心理学で知る、
　　　　　　  一人ひとりに合った子育て

子どもの性格に合った子育
てができると、子育てストレ
スが格段に減ります。お話で
きない赤ちゃんでも生年月
日と産まれた時間だけでそ
の子の性格がわかってしま
うんです！

山本りか ISD個性心理学マスターインストラクター

学研・城戸真亜子
アートスクール

年中～小学6年生

第2･4(金)16:30 ～ 18:00
月額8,000円(教材費込)(税別)

体験会参加の方に
色鉛筆とスケッチブック
のプレゼント！

絵画や工作をバランスよく取り入
れた独自のカリキュラムには、子ど
もたちがのびのび楽しみながらア
ーティスティックな感性を伸ばす工
夫がたくさん。アートを通して子ど
もたちの無限の可能性を伸ばし、
未来のアーティストを育みます。

アートスクール専任講師

グレイシーバッハ
ブラジリアン柔術

月4回(火)18:00～19:30
　　　　19:30～21:00　月額5,000円(税別)

ブラジリアン柔術における世界最大の
組織・グレイシーバッハ。その上質な指
導メソッドは、単なる格闘技としてだけ
でなく、健康管理、ダイエット、護身とい
った現代に要求される様々なニーズを
満たします。ブラジリアン柔術を通じて、
より豊かな人生を歩んでいきましょう。

楳田健二 グレイシーバッハ公認
インストラクター、黒帯

楽しい♪津軽三味線レッスン

第1･3(水)11:30～14:00の間［1回30分］
月額8,000円～(税別)

初めての方は、三味線の扱い
方、バチの持ち方、譜面の読み
方など、基本から学んでいき
ます。経験者はもちろんレベル
に応じてご指導いたします。何
歳からでも始められる三味
線、自分で楽しむ・コンクール
出場・ボランティア演奏など、
目的に応じて楽しみましょう！

翔田光風音 津軽三味線「笑風会」会主

～心も体も爽やかに～
始めませんか、居合道・武道

第1･3(月)19:30～21:00
月額4,000円(税別)

座禅、読経などを通じて心を学び、木刀、居合刀
を使っての居合により身体を鍛えましょう！
気の入れ方・抜き方なども学び、新しい自分を
発見しませんか。国際的にTV出演多数、現役の
修験者である講師が指導いたします。

吉塚寿幸 全日本侍道協会師範、葛城修験者

気軽に始める二胡

第2・4(月)
①15:00～(1回30分)《個人》
②初級18:00～19:00《グループ》
②中級19:00～20:00《グループ》
月額8,000円～(税別)

生徒様一人ひとりに合わせたレッスン
を致しますので必ず弾けるようになり
ます。レパートリーを増やして楽しみ
ましょう。

雪本直子 二胡検定
10級(最上級)取得

虚無僧尺八～吹禅による癒やし

第1･3(木)
14:00～15:30
月額6,000円(税別)

虚無僧らが行なっていた禅の修業である吹禅
(ずいぜん)。虚無僧らの伝統的な尺八本曲を、
その精神性も交えて学んでいきます。素朴な
竹を吹き、ゆっくり呼吸してリ、非日常のフレッ
シュを味わってみましょう。

葛山幻海 生管師、尺八家

●やさしいアコースティックギター
●ボサノバ・ギター

やさしいアコースティックギター

第1･3(土)
15:00～21:00の間［1回30分］　月額5,000円～(税別)

これからギターを弾かれる方から、ご自身が弾け
るようになりたい曲などを楽しみながらレッスン
していきます。

ボサノバ・ギター
初めてギターを弾く方から、ボサノバの曲をソロ
で弾きたい方まで、分かり易く丁寧にレッスンい
たします。

高岡明広
大阪音楽大学短期大学部
音楽科音楽専攻卒業

単発受講O
K!

【6/23(金)開講予定】
【定員10名】

申込締切
6/26(月)

申込締切 6/21(水) 2,700円(税込)
6/29㈭1日

講座
1 11:30～12:30

【全12回】

お一人での受
講がちょっと
苦手… 2歳か
らバレエに慣
れる為のクラ
ス。親子で楽しめる♪人気のクラス
です！

第1･3(火)
15:00～18:30の間
［1回30分］
※時間はお問い合わせ下さい
月額5,000円～(税別)
※月3回も対応可能

あなたの知っている、昔学校で使った赤と青
のカスタネット。あれとは完全に別物だと思っ
てください。繊細な音色の表情と多彩な表現
力は、まさに打楽器そのもの。その奥深き世
界を、ぜひのぞいてみてください。正しいつけ
方、基本からプロの奏法まで幅広く学べます。
フラメンコの好きな方、周りをあっと言わせたい方から、
指先を使って頭も体もイキイキと楽しみたいシニアの方まで！

第1･3(土)
15:00～21:00の間
［1回30分］
※時間はお問い合わせ下さい
月額5,000円～(税別)

久保貴子
久保圭子

公益社団法人日本バレエ協会正会員
田村弘子バレエ研究所 公益社団法人日本バレエ協会正会員

田村弘子バレエ研究所

久保貴子
久保圭子

久保貴子
久保圭子

公益社団法人日本バレエ協会正会員
田村弘子バレエ研究所

久保貴子
久保圭子

公益社団法人日本バレエ協会正会員
田村弘子バレエ研究所

150 ジャンル豊富に 店頭・お電話・WEBから
お申し込みいただけます

無料半額オープン
特典

オープン
特典

満65歳以上の方は通常5,400円(税込)➡半額の2,700円(税込)

対象年齢：0歳～12歳

※年齢確認のできる身分証明書
　のご提示をお願いします。

こ ど も 割

入会金入会金 無料2017年

7/9㈰
まで

期間 特典
いつでも 入

会
金 150講座以上● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

お申し込み受付開始
㈮5.26

7F
シニア割0120-808-584

ホームページからもお申込み承ります JEUGIAカルチャー

［電話受付］

11時～21時


