
吉川淑恵 ポジャギ講師

韓国のパッチワーク ポジャギ

第4(金)11:30 ～ 13:30
月額3,000円(税別)

李王朝時代から伝わる技法を用いて端布をつな
ぎ合わせ、美しい一枚布や針山、巾着などを作り
ます。入門ではまきかがり縫いの技法を学び、バ
ッグやマットなどを習得いたします。

大塚ゆりこ きままハウスパステルアート認定講師

椙山としこ ディンプルアートエリアインストラクター

ぬりえ感覚で描ける
パステルアート&ディンプルアート

第1・3(木)11:30 ～ 13:00
月額4,000円(税別)

優しい風合の「パステルアート」と透明感のある「ディンプ
ルアート」。2種類のアートを1つの講座で楽しめます。

「パステルアート」は型シートを使ってぬりえ感覚で楽し
めます。「ディンプルアート」はさざなみ模様が浮かび上が
る不思議なアートです。

かぎ針編みまたは棒針編みの基
本の模様をレッスンしながら、そ
の模様を使った簡単なニット小
物を編みます。
ベストがご自分のサイズで編め
るようになるのが目標です。初心
者の方をはじめ、基礎を1からし
っかり学びたい方におすすめの
講座です。ご自分のペースで基礎
をきっちり学びます。カリキュラム
修了後、希望により修了証が発行
されます（有料）。合間にお好きな
ものも編め、入門コース終了後に
は講師認定コースに進んでいた
だけます。

岩切密子 公益社団法人日本手芸普及協会　手あみ師範

基礎からはじめる 手あみ教室

第1・3(木)13:30～15:30
月額4,500円(税別)

山本綾乃 暁書法学院講師

基礎から学ぶ筆ペン・ボールペン

第1･3(火)11:15 ～ 13:15
月額4,100円(税別)

筆ペンの持ち方や文字の基本
となる線や点画から練習しま
す。ボールペン字も同時に学
べます。

吉村恵子 暁書法学院講師

ゆったり楽しむ筆ペン・ボールペン

第1･3(水)18:30～20:30
〈時間内で自由にお越しください〉
月額4,100円(税別)

氏名や住所、祝儀袋やはがきの書
き方まで日常に役立つ文字から練
習し、整った美文字へと導きます。

寺脇漣清 暁書法学院委員

初めての書道

第2･4(火)19:00 ～ 21:00
月額4,100円(税別)

筆ペン・ボールペン・大筆・小筆が学べま
す。丁寧な添削指導で、筆の持ち方や文
字の基本となる線の書き方など、筆の運
びを学んでいきます。

福井御都里 戸塚刺しゅう協会認定師範

地刺し®からはじめる  戸塚刺しゅう

第4(水)13:00～15:30
月額2,500円(税別)

やさしいステッチから始めて、ポーチや
テーブルセンターなどを作りませんか。
楽しくお稽古しましょう。

レイコ 日本彫紙アート協会認定上級インストラクター

変わり切り絵  彫紙アート

第4(水)13:00 ～ 15:00
月額2,350円(税別)

紙を重ね、下絵にそって切ると奥行きの
ある作品ができあがります。日本で誕生
した彫紙アートをお楽しみください。

香美好子 しゅんこう認定講師

しゅんこうの和紙ちぎり絵

第4(木)18:30 ～ 20:30
月額2,000円(税別)

日本伝統の和紙をちぎって貼り、四季
折々の作品を制作します。手漉き和紙
ならではの作品づくりが楽しめます。

藤田恵子 日本絵手紙協会公認講師

たのしい絵手紙

第1(月)13:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

キャッチフレーズは「ヘタでいい、ヘタが
いい」。上手に描こうと思わないで貴方ら
しさの一枚を描いてみませんか。

小杉直子 一般社団法人和のイラスト協会 公認講師

鮎裕(あゆゆう)の「和のイラスト講座」

第2(木)13:00 ～ 15:00
月額2,300円(税別)

あっさり少ない筆遣いで、ほんわかや
さしい「和のイラスト」をはがきに描き
ます。送ったり飾ったり、広がる楽しさ、
深まる興味を人生のお供にぜひ。

山本綾乃 暁書法学院講師

簡単筆ペンはがき絵

第1･3(火)14:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

6色のカラー筆ペンを使用して、四季
折々の絵を描き、一筆添えて心のこもっ
たお便りを完成させましょう。

木作輝代 カリグラファーズ・ギルド会員

西洋書道  カリグラフィ

第1(水)18:30 ～ 20:00
月額2,100円(税別)

優雅で美しい欧文書道を身に
つけませんか。中世・近世ヨー
ロッパ発祥の文字を中心に、
様々な書体を習得します。

岸本加代子 ドールハウス作家
日本ドールハウス協会会員

ミニチュアドールハウス(1/12サイズ)

第2(木)11:30 ～ 14:30
月額4,200円(税別)

和風・洋風を問わず、希望の小物から作
っていただきます。その後、お店や部屋
につながる立体的な作品に仕上げてい
きましょう。

柴田なな
村上准子

Studio SUK CAI 主宰

Studio SUK CAI認定講師

はじめてのソープカービング

第1(月)11:30 ～ 13:30
月額2,500円(税別)
※ディプロマコース希望の方は
　月額3,000円(税別)

大人気のソープカービング
を基礎から学びましょう。
2時間で1作品を完成させ
ます。経験者対応・資格取
得が可能です！

下村優介 切り絵作家

飾ってかわいい切り絵をつくろう！

第2(水)19:00 ～ 21:00
月額2,315円(税別)

切り絵は簡単に始められる
アートです。作って楽しい、飾
ってかわいい切り絵を一緒
に始めてみましょう！

小野敦子 alphadorn主宰

小さなあみぐるみスイーツ雑貨

第3(木)11:30 ～ 13:30
月額3,000円(税別)

手のひらサイズの小さな
あみぐるみスイーツや雑
貨を製作します。

藤田葉子 つまみ細工作家　葉ちっく主宰

葉ちっくオリジナルつまみ細工

第3(火)13:30 ～ 15:30
全3回11,340円(税込)

【全3回】

つまみ細工は《縫う》作業がなく、裁縫が
苦手な方にもおすすめの手芸です。
普段使いのアクセサリーから晴れの日
の髪飾りまで様々な作品を作りましょう。

辻森桜子 こぎん刺し作家cerisier(スリージェ)

津軽の手しごと こぎん刺し

第2(火)11:15 ～ 13:00
月額2,300円(税別)

シンプルな法則から生まれる幾何
学模様の美しさと、素朴でほっこりと
した雰囲気が魅力です。いろいろな
雑貨にアレンジして楽しみましょう。

世利あかね EMIKOのリメイクスクール専任講師

きもの地で作る和小物

第2(金)19:00 ～ 21:00
月額2,500円(税別)

かわいい和の雑貨や着物の生地がお
好きな方必見!!世界に一つの、あなた
だけの小物作りを楽しみませんか。

田中佳子 Y.diva主宰

グルーデコ® アクセサリーシンプルで美しい

第4(水)19:00 ～ 21:00
月額2,600円(税別)

短時間でクオリティーの高い
アクセサリーを作ります。手軽
に美しい作品を作ることがで
きます。

河原かゆり 雑貨屋FROSCH代表

ナチュラルドールハウス

第2(水)13:30 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

箱や額の中にナチュラルなミニチュア雑
貨を作って並べて、小さなお部屋を作りま
す。キットになっていますので初心者の方
も安心！1回につき1作品を仕上げます。

松尾弘美 日本ヴォーグ社認定講師

ポーセラーツレッスン

第4(木)11:30 ～ 13:30
月額2,500円(税別)

今人気のポーセラーツ。白い磁器に好
きな柄の転写紙を貼ってオリジナルの
食器やインテリア雑貨を作りましょう。

原明あさの アートの綿毛画家

透明水彩・水彩色鉛筆

第2･4(火)19:00 ～ 21:00
月額4,000円(税別)

透明水彩と水彩色鉛筆を選
んでスケッチします。形の取り
方などの基礎から丁寧に指
導します。

三雲雅子 どんぐり工房主宰

こねこねらんどのミニチュア粘土細工

第1(水)13:00 ～ 15:30
月額2,000円(税別)

パステルカラーの樹脂粘土を使
ってミニチュアパーツを作りま
す。可愛く飾ってメルヘンとカン
トリーの世界を表現します。

大北真由美
日仏フローラル芸術協会認定講師

パリのお花屋さん
デザイン講座

第4(木)13:30 ～ 16:00
月額2,750円(税別)

松尾弘美 フラワーマリアージュ代表

プリザーブドフラワーアレンジ
はじめてでも豪華に手作りギフト

第4(金)11:30 ～ 13:30
月額2,500円(税別)

好きな色を選んでアレンジ可能！
インテリアやギフトにオリジナル作品を
お楽しみください。一回で一作品を仕上
げていただきます。

齋藤 新 革小物作家

はじめて作る 和柄の革小物

第2･4(火)13:30 ～ 15:30
月額5,000円(税別)

和柄の生地と革を組み合わせた革
小物を作ります。基本から学んでい
き、初心者の方も安心。ひと味違った
レザークラフトを学びましょう。

髙折知子 純銀クロッシェジュエリーアーティスト

エレガントジュエリー 純銀クロッシェ

第3(水)14:00 ～ 16:00
月額2,800円(税別)

柔らかな純銀線にご自分のセンスで選
んだパールや天然石を通し、かぎ針で
編んでエレガントなアクセサリーを作り
ます。

東明学院専任講師

幸せをつかむ! 開運! 手相入門

第2・4(月)①13:30～15:00
　　　　 ②19:30～21:00
月額4,000円(税別)

誰一人、同じ手相の人はいません。
長所、才能、考え方、全て手相で読み取れ
ます。自分を知り幸せを引きよせる!

小野沙耶香 人間的魅力を高める自モテコーチ
プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

コーチングスキルで「モテ値」180％アップ！
～モテコーチングのススメ～

第1(木)19:30 ～ 21:30
全4回12,960円(税込)

異性はもちろん、家族に、友人に、上司
や同僚に、お客様に…そんな広義での

「モテ値」向上ワークショップです。

佐野智世 日本アンガーマネジメント協会
アンガーマネジメントコンサルタントTM

アンガーマネジメント＆メンタルヘルス講座
職場のストレスを解消しましょう！

第3(月)19:00 ～ 20:30
月額3,000円(税別)

怒りっぽい自分、怒れない自分をどうにかしたい
あなたへ。感情のコントロールを学び、人間関
係のストレスから開放！イキイキと働きましょう。

森  淑子 夢を叶える手帳コーチ

夢を叶える手帳講座

第2(月)13:30 ～ 15:30
全3回8,100円(税込)

自分のライフスタイルに合わせて手帳
を選び、活用しながら、夢を実現させま
しょう。コーチング技法も使います。

(一社)脳開コンサルタント協会認定講師

頭の回転が速くなる！速読脳トレ
脳開・速読コンサルタント 呉 真由美監修

第2･4(金)20:00 ～ 21:00
全12回38,880円(税込)

頭の回転を速くし、仕事に活かす
記憶の仕方や、日常生活でできる
脳活性の方法などをお伝えします。

ミューズイングリッシュ講師

やり直しのかんたん英会話

第2･4(金)13:30 ～ 15:00
月額5,400円(税別)

英会話は、「聴く×話す＝コミュニケーション能
力を高める」脳トレーニングになります。以前に
英語を学んだことがあるけど自信がない、英語
を学ぶことで脳トレ効果を図りたい、という方
にオススメです！

ミューズイングリッシュ講師

楽しく始める入門英会話

第1･3(水)19:00 ～ 20:30
月額5,400円(税別)

英会話を始めたい！でもついていけるか心配
…という方におススメです。英語の簡単なフレ
ーズをどんどん口に出して慣れてゆくことから
始めます。挨拶や自己紹介、簡単なことを伝え
てみましょう。

横山  毅 日本プロ麻雀連盟関西本部長 七段

やさしい女性麻雀

第2・4(水)11:30～13:30
月額4,000円(税別)

誰でも楽しめる頭脳ゲーム・麻雀。
未経験の方からご受講いただける
入門クラスです。女性だけで気兼
ねなく楽しみましょう。

横山  毅 日本プロ麻雀連盟関西本部長 七段

脳に活！ 麻雀入門

第2・4(水)14:00 ～ 16:00
月額4,000円(税別)

麻雀は脳の活性化に有効で、頭脳
のスポーツとも言われています。
新しい趣味を持ちたい方もレベル
を上げたい方も楽しみながら脳を
トレーニングしましょう！

椋本友子 元放送局アナウンサー　音声表現講師

あなたが輝く、大人の朗読

第2･4(火)11:30 ～ 13:00
月額4,200円(税別)

まず朗読の基礎である呼吸法、発声、
滑舌の練習を通じ、より魅力的な声に
なるための方法を学びます。様々な作
品を読むことで、声を出す楽しさと自分
を表現する喜びを見つけましょう！

大谷津宜子 カレイレフア公認インストラクター

やさしいハワイアンフラ(アーネラ)

第2・4(木)19:30 ～ 21:00
月額4,000円(税別)

初めての方でも基礎からじっく
り進めますので心配いりませ
ん。日々の生活の中に、ゆったり
としたハワイの曲を取り入れ
て、リフレッシュしましょう。

嵯峨凰祥 初代家元

日本舞踊手習い講座
初心者向け! 着つけ・シェイプアップ・美しい仕草 ～心も体も爽やかに～

第2・4(木)19:15～20:45
月額6,000円(税別)

着つけの指導から始まり古典曲に合わ
せ立居振舞い扇の使い方を学びます　
和服を楽しみながら体幹を鍛え美しい
姿勢を身につけましょう。

吉塚寿幸 全日本侍道協会師範、葛城修験者

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！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。

市川由佳 元学生全日本モダンチャンピオン

社交ダンス①初級クラス ②テクニッククラス

月4回(水)①19:30～20:30
　　　　②20:30～21:30
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。

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

美と健康に一人でも楽しめる 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。

福田麻紀 アムリッタ・ダンス・カンパニー主宰

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。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。

michiko ECOLE de TAHITI専属インストラクター

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！

チエ NESMA -bellydance- 専属講師

エイジングケアベリーダンスいつまでも
若 し々く★

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。

Suzuka ダンスインストラクター

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！ 

久保貴子・久保圭子 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 久保貴子・久保圭子 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 久保貴子・久保圭子 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

50歳からのバレエまず「立つ」ことから
～自分と向き合う

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！

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)

バレエの動きを床の上で行う
エクササイズで、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、体幹を作り
たい方にもおすすめです。

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。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！

森 眞美 M.O.M Ballet主宰

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。

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(金)13:10～14:10
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。お勤め帰りにぜひ！

カオヒナニ森重 カオヒナニ森重フラスタジオ主宰

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。

西本亜希子 DK BODY ／ネヴァダ州立大学認定
マットピラティスインストラクター

ボイス・ピラティス

第1・3(土)11:30 ～ 12:30
月額4,400円(税別)

声をよく使う方、仕事で話す機会が多い方必見
!!ボイス･ピラティスで楽に声が出せる身体作り
を目指しませんか?レッスンはマットの上に座
ったまま、寝たままで出来る動きばかりですの
で、初めての方でも安心して行って頂けます。

竹川裕子 日本ヨーガ禅道友会認定教師

ゆったりヨーガ

第2・4(土)11:15 ～ 12:45
月額4,200円(税別)

ゆったりとした呼吸に動作を一致させ、
体と心の調和を図ります。自身と対話す
る静かなひとときを過ごしましょう。体位
法・呼吸法・瞑想法の三本柱で心身を整
え自己の内側に意識を向けていきます。

石橋　香 日本武術太極拳連盟　公認太極拳c級指導員

始めてみよう! 太極拳〔入門編〕

第2・4(木)13:30 ～ 14:45
月額4,000円(税別)

八式の動作を通して心も体もリラックス。
日常のいろんな事から解放されて自分だ
けの時間を過ごしてみませんか。八式は
太極拳の基本となる動作です。ゆっくりと
レッスンを進めていきます。

川端由佳 ヨガインストラクター

リラックス骨盤調整ヨガ

第2･4(水)14:15 ～ 15:15
月額4,000円(税別)

下半身太りや腰痛、ボディライン
が気になる方、ヨガで骨盤の歪
みを調整し、身体のバランスを整
えていきましょう。

有働真琴 ヨーガ・セラピスト

春夏秋冬のヨガ

第1･3(土)14:30 ～ 15:45
月額4,200円(税別)

毎月、季節に合ったテーマでゆ
っくり気持ちよく身体を動かしま
す。心のスピードもゆっくりにな
り、ストレスも軽くなります。

やまもとますみ 工房そらいろ植物園
ボディメイクスタジオ代表

女性のための体質改善セルフケア

第2(火)11:30 ～ 12:30
月額2,000円(税別)

ゆがみを整え、自分自身で
ケアができるメソッドを身
につけます。※妊娠中の方、
リンパ系の治療中の方はご
受講いただけません。

久保貴子・久保圭子 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

ピラティス

第1･3(金)13:15 ～ 14:15
月額4,600円(税別)

元は負傷兵のリハビリとして
考案されたもので、体幹を整
え血流が良くなる為、痛みの
軽減に繋がります。

奈香丹紫稜子 チベット体操認定講師

チベット体操

第1･3(水)14:00 ～ 15:10
月額4,000円(税別)

身体の内側から若返る、簡単
な6つのポーズを修得！無理な
くインナーマッスルを鍛え、疲
れにくい身体を作りましょう。

おかもと円果 madomado講座主宰

あなたの知りたいメイク
～セルフメイク・プライベートレッスン

第4(月)18:30～21:30の間
第1(木)11:15～16:00の間
全3回9,720円(税込) ※時間はお問合せ下さい(1回60分)

メイクのお悩みを個人レッスンで解消し
ませんか。あなただけのキレイが再発見
できます。販売、勧誘は一切ありません。

小幡ゆうき ハーバルセラピスト アロマインストラクター

メディカルハーブ・アロマの
ブレンドデザイン法

第1(土)13:30 ～ 15:00
月額2,300円(税別)

ハーブティー試飲や、ハーブ・精油
を使ったクラフト作りが出来ます。
活用方法を知り、美と健康のため
の癒しのひとときを。

YOKO ダイエット&ウォーキングアドバイザー

美BODYダイエットウォーキング
30代からのお腹・下半身痩せ～

第2･4(水)11:30 ～ 12:30
月額4,200円(税別)

お腹、下半身痩せの集中エクササイズと日常
歩行にも使えるウォーキング法で「美BODY」
を手に入れましょう。日常の歩行で使えるダイ
エットウォーキングエクササイズです。

木村明美 IHTA認定ヨガインストラクター

～体と心も健康に～アクティブエイジングヨガ

第1･3(火)11:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

クセづいたコリをじわ～と伸ばして解消
しましょう。年齢を重ね必要になる筋肉を
鍛え、代謝を上げる事も出来ます。
身体と心の柔軟性を高めていきましょう。

川端由佳 ヨガインストラクター

産後ママのための美ママヨガ
(ベビーヨガ)

第2･4(水)13:00 ～ 14:00
月額4,000円(税別) ※単発の場合は1回2,500円（入会金要）

産後の体型変化、コリを改善！産後
2ヶ月からお子様同伴でご参加い
ただけます。※帝王切開の方は産
後3ヶ月からご参加可能です。

有働真琴 ヨーガ・セラピスト

マインドフルネス～いまここヨガ

第1･3(月)18:45 ～ 20:00
月額4,200円(税別)

ビジネスパーソンにおすすめ！近年注目の、マインドフル
ネスヨガのクラスです。考え事を手放して、呼吸や身体に
意識を向けて。継続することで集中力も高まります。脳を
休めてストレスフリーな時間を･･･。

有働真琴 ヨーガ・セラピスト

やさしいヨーガ～気・血・水の流れを改善～

第2･4(月)11:30 ～ 12:45
月額5,000円(税別)

運動習慣のない方、身体が硬い方、シニア
世代にぴったりのクラスです。座ったまま、
身体を気持ちよく開くことで、血流やリン
パの流れが良くなり、元気に！終わった後
のほっこり感をお楽しみに。

山﨑有貴子 1歳～ 4歳 2ヶ月～ 1歳ごろ

（入会金要）

4歳～中学生

小学4年生～
10歳～ 4歳～

小学生～ 5歳～ 12歳 4歳～小6

4歳～中学生 4歳～小学6年生 年中～小学6年生

2歳～ 5歳 3歳～ 3歳～ 7歳

英語リトミック講師

英語リトミックPeekaboo

第1･2･3(土)
①14:30～15:30(3～4歳）
②15:30～16:30(1～2歳）
月額4,980円(税別)

遊びながら楽しく学べる英語リトミック。
乳児、幼児期に最適、お子様のいろんな
可能性を引き出します。

藤田亜希子 ベビーマッサージ講師

ベビーマッサージ楽しい育児
のスタート！

第4(金)11:30 ～ 13:00
月額2,000円(税別)

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。

山本綾乃 暁書法学院講師

こども書道

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。

岡本飛雲 暁書法学院講師

土曜のこども書道

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！

原明あさの アートの綿毛画家

こどもアートクラブ

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。

アートスクール専任講師

学研・城戸真亜子アートスクール

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

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は楽しみ
ながら感性を伸ばす工夫がたくさ
ん。アートを通して可能性を伸ば
し、未来のアーティストを育みます。

(一社)脳開コンサルタント協会認定講師

勉強に、スポーツに活かす！ 速読脳トレ
脳開・速読コンサルタント 呉 真由美監修

第2･4(金)18:30 ～ 19:30
全12回38,880円(税込)

速読を通して、勉強の仕方や記憶力
アップ方法、またスポーツでの活か
し方をアドバイス致します。

高岡明広 大阪音楽大学短期大学部
音楽科音楽専攻卒業

※楽器ない方は、楽器レンタル代500円 ※月3回も対応可能です

はじめよう！ 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)※時間はお問合せ下さい
月額5,000円～(税別)

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！

川畑律子 ピアノ講師

楽しくピアノレッスン

第1･3(火)15:00～18:30の間
(1回30分)※時間はお問合せ下さい
月額5,000円～(税別)

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。

久保貴子・久保圭子
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

親子で楽しむプレバレエ

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

一人で習い事が苦手なお子さんにも
安心。親子で楽しめる、2歳からバレエ
に慣れる為のクラスです。

久保貴子・久保圭子 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

キッズ/ジュニアバレエ

月4回(金)
17:30～18:20
月額6,000円(税別)

3歳～小1 小2～
月4回(金)
17:30～18:30
月額7,000円(税別)

健康な身体と心を育てる情操教育
に最適！挨拶・協調性等バレエのレ
ッスンを通し大切に育てます。

森  眞美 M.O.M Ballet主宰

幼児バレエリズミック

第2･4(土)12:30 ～ 13:20
月額4,000円(税別)

幼少期にバレエの基本となる
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
能性を引き出していきます。

Suzuka ダンスインストラクター

kid's ストリートジャズダンス

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！

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

キッズチア☆ダンス

月3回(水)
16:30～17:30…月額4,500円(税別)
17:30～19:00…月額6,600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！

西園寺舞花 フォルテ新体操クラブ代表

子ども新体操

第1･2･3(火)
17:15～18:15(4歳～小2）
18:30～19:30(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
礼節を身に付けます、心身共に柔軟な成長を促します。

【全4回】

【全3回】 【全12回】

男性限定

［11/2㈭開講予定］※申込締切：10/30㈪

［10/16㈪開講予定］※申込締切：10/13㈮

佐野智世 日本アンガーマネジメント協会
アンガーマネジメントコンサルタントTM

ママ・パパのためのアンガーマネジメント
子育てのイライラ スッキリ解決！

第3(金)11:30～13:00
月額3,000円(税別)

本当はいつもニコニコして穏やかなママ、パパでいたい
のに怒ってばかり…と自分を責めていませんか。怒ること
は悪いことではありません。怒りの仕組みと怒り方を学ん
で、子育てを楽しみましょう！

［10/20㈮開講予定］
※申込締切：10/17㈫

小野沙耶香 人間的魅力を高める自モテコーチ
プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

会話美人になる方法
～モテコーチングのススメ～

第4(金)19:30 ～ 21:30
全4回12,960円(税込)

出会った人と自然に楽しく
仲良くなれちゃう会話美人
になりましょう！

【全4回】

［10/27㈮開講予定］※申込締切：10/24㈫

【全3回】

【全12回】

単発受講OK!
単発受講OK!

［10/27㈮開講予定］※申込締切:10/25㈬

葉、枝、モスなどで花器を作り、その
中にお花を活けていただきます。
パリスタイルの素敵なアレンジを楽
しみましょう。生花はもちろん、今話
題のハーバリウムもお楽しみ
いただけます。

ホームページからも
お申込み承ります
JEUGIAカルチャー

ご入会受付中! 体験・見学も承ります06-6647-2207
［電話受付］11:00～21:00 お電話・店頭・WEBで事前にお申し込みください7F● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●


