
1,000円 ※紙代実費1/14・1/28（月）19:00～ 1,000円1/16・1/30（水）10:30～ 300円(税込）

1,000円
300円(税込）

1,000円1/25(金)・2/22(金) 1,000円1/20・2/3（日）13:00～ 300円(税込）

1/20・2/3（日）10：30～ 1,000円1/23・2/13（水）10:30～ 756円(税込） 1,000円2/7（木）10:30 ～ 850円(税込） 1,000円2/7(木)13:30～ 850円(税込)

1,000円2/8(金)13:30～ 2,500円(税込)

1,000円1/29・2/5（火）13：30～ 1,000円1/19・2/2（土）11:40～ 1,000円1/24（木）19:30～ 1,000円1/23（水）13：00～

1,000円1/23（水）14：10～ 1,000円1/17・2/7（木）19:00～ 1,000円2/5（火）19:30～・2/10（日）10:30～ 1,000円1/21・2/4（月）10:30～

1,000円 時間はお問い合わせください

時間はお問い
合わせください

1/17・2/7（木） 1,000円1/30（水）14：00～ 1,500円2/14・2/28(木)13:30～

1,000円1/23（水）・26（土） 時間はお問い
合わせください1,000円1/23（水）・26（土）時間はお問い

合わせください1,500円(ペア料金)1/23（水）・26（土） 1,000円1/27（日）10:30～

1,000円1/18・2/1（金）10:30～ 1,000円(税込） 1,000円 540円(税込）2/19（火）10:30～ 1,000円2/21(木)10:30～ 1,000円(税込） 1,000円1/22（火）10:30～ 864円(税込） 1,000円 ※紙代実費1/14・1/28（月）15:00～

1,000円1/15・1/29（火）13：00～ 1,000円1/24（木）10：30～ 2,000円1/29(火）14：00～

1,000円
「季節のパステル画を1枚仕上げます」

1/22(火)14:00～
324円(税込)

1,000円1/25（金）10:30～ 500円（税込/道具類レンタル含む） 1,000円1/24（木）13:00～ 500円（税込）『貝雛を描く』

1,000円1/20・2/3（日）15:30～ 500円（税込）
1,000円
500円（税込）1/16・1/30（水）13:30～ 1,000円1/29(火)10:30～

1,000円1/21（月）12:30～ 800円（税込) 1,000円2/14(木)10:30～ 500円(税込) 1,000円 500円(税込)
2/5(火)10:30～

1,000円2/3(日）14:30～ 2,000円（税込)

1,000円1/24（木）10:30～ 540円(税込） 1,000円1/18・2/15（金）12:30 ～ 1,080円(税込） 1,000円1/24(木)13:00～ 1,000円(税込)

1,000円1/22(火)13:00～ 3,240円(税込) 1,000円1/23（水）13:30～ 1,620円(税込） 1,000円1/23（水）13:30～ 2,160円(税込）
1,500円2/9・3/9(土)10:30～ 1,500円(税込)

1,000円2/13（水）13:30～ 1,404円(税込）
1,000円2/20・3/20(水)10:15 ～ 1,500円(税込)

1,500円
300円(税込)2/9・3/9(土)10:30～

1,000円2/3（日）10:30～ 1,000円(税込） 1,000円2/13（水）10:30～ 2,160円(税込） 1,000円1/23（水）10:30～ 2,160円(税込） 1,000円2/8（金）19:00～ 2,160円(税込）

1,000円1/26（土）11:00～ 1,000円(税込） 1,000円1/26（土）12:30～ 1,000円(税込） 1,000円1/14・1/28（月）10：30～ 864円(税込）

月3～4回（月）19:00～21:00 
月額4,500円～ (税別)

暮らしにいかすペン字・書道

ご希望に沿った内容で書道を楽しみます。
こんな風になりたい、こんなことをしたい
とご要望をお伝えください。一緒にお稽古
しましょう。

山田香代子 日本書芸院一科審査会員、日展入選
公立高書道非常勤講師

第1・3（水）
10:30～12:30
月額4,000円(税別)

筆ペンとボールペン

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るので
暮らしに大活躍。

山本榮茜 暁書法学院講師

月3回(金)16:00～20:30の間
[1時間半程度] 月額5,250円(税別)

大人のための書道教室 ～毛筆からペン字まで～

パソコンで書類を作ることが当たり前になった現代
だからこそ、美しい字を書くスキルはとても重要で
す。字を書くのが苦手な方から、師範を目指したい方
まで、お一人お一人に合わせて指導致します。

今村光保 紫雲書道会師範

第1・3（日）13:00～15:00
月額4,000円(税別)

筆ペン・ボールペン

文字を基礎から学べます。氏名や
住所はもちろん、祝儀袋やはがき
の書き方など日常に役立つ文字
から練習します。

木村杲海 暁書法学院常任理事

第1・3（日）10:30～12:30
月額3,000円(税別)

ファミリー書道

お子様やお孫様と一緒の教室で学
んで頂けます。毛筆・硬筆、日常必
要な書式から作品作りまで、基本
より丁寧に指導します。

木村杲海 4歳～大人

高校生以上 高校生以上

暁書法学院常任理事

第2・4（水）10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

初心者のためのかぎ針編み

かぎ針で小物・雑貨を編みます。かぎ針はじ
めてさん・小物を編んでみたい方・基本から
始めましょう。かぎ針になれれば、ゆび編み
もチャレンジできます。

松原ルミ 楽習フォーラム・クロッシェカフェ認定講師

第1・3(木)10:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

AmmyAmmy ニットカフェ

小さなお子様がいるママでも安心して通って頂
けるニット教室です。かわいい小物やあみぐる
みからお洋服まで、楽しくお喋りしながら学び
ましょう。

池田ともみ ニット作家

第1・3(木)13:30 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

AmmyAmmy ニットサロン

どなたでも通って頂ける楽しい編み物教室
です。それぞれの希望に合わせて基礎から
丁寧にレクチャー致します。

池田ともみ ニット作家

第2（金)13:30 ～ 15:30
月額2,000円(税別)

ズパゲッティで編む雑貨

ズパゲッティは洋服の一部をリサイクルして作
られた糸で、色やデザインも様々楽しめるアイ
テムです。ミニポーチからはじめ、大きめバッグ
が作れるところまでご指導いたします。

天川めぐる アトリエプリンセスベル主宰

第2(月）10:00～12:00
月額1,500円(税別) 　材料費／月額1,500円（税込、箱代込）

アイシングクッキー
～未就学児同伴可～

手作りクッキーにカラフ
ルなデコレーションをす
るアイシングクッキー。
月1回デザインを変えてい
ろいろなクッキーを作成
していただきます。

中芝亜友美 ハンドメイドサロンSweetroom主宰

第2(火) 13:00～15:00
全3回6,480円(税込)
材料費／月額1,500円(税込)

珈琲の始め方 ファーストステップ講座

たくさんの珈琲のあり方がある中で、
今から珈琲を始めたい方に向けた珈琲
の世界を広く理解できる、始めの一歩
の講座です。

向井  務 みさご珈琲の珈琲塾 認定講師

第2(火) 16:00～18:00
全3回9,720円(税込)
材料費／月額1,500円(税込)

珈琲の楽しみ方 ステップアップ講座

珈琲の淹れ方や、器具の選び方、カップによ
る味の違い、歴史や薬理学など、日頃使える
ちょっとしたコツをお伝えします。

向井  務 みさご珈琲の珈琲塾 認定講師

第1・3（火）13:30 ～ 14:30
月額4,800円(税別)

NY気分で英会話！ (初級)

アメリカ生活10年の講師が、欧米文化に触
れながら楽しく英会話のレッスンをしま
す。使えるフレーズを増やしていきましょ
う！　

福森才知子 英語発音スクールCEPIO認定
インストラクター

第1・3（土）11:40 ～ 12:40
月額4,000円(税別)

やりなおしの英会話

「英語なんて高校以来だわ」という方向けの
やりなおしの英会話。現在中学で使われて
いる教科書をもとに授業を進めますのでこ
どもや孫との共通の話題作りも。

西岡久実 学友外国語学院専任講師

第2・4（木）19:30 ～ 20:30
月額4,000円(税別)

京都案内のための英会話

外国の方々からの京都観光に関する質問や道順
の質問に対応できるようになることを目指しま
す。京都をより楽しむための作法や習慣などを
英語でどのように表現するのかを学びます。

西岡久実 学友外国語学院専任講師

第2・4（水）13:00 ～ 14:00
月額4,000円(税別)

ハングル読み書き専科

韓国語を勉強するための基礎中の基礎、
ハングル文字の読み書きをマスターしま
しょう。単語力もつき、簡単なコミュニケ
ーションも可能です。

オギョンソク 学友外国語学院専任講師

第2・4（水）14:10 ～ 15:10
月額4,000円(税別)

カンタン韓国語

ハングルの読み書きはできるけど、まだま
だうまく話せないという方向けのカリキ
ュラムです。ハングルの復習もしながら韓
国語上達を目指しましょう。

オギョンソク 学友外国語学院専任講師

第1・3（木）19:00 ～ 20:00
月額4,000円(税別)

韓国語入門（夜）

これから韓国語を学びたいという方向けに
ハングル文字の読み書きから始めます。
韓国で流行している音楽や芸能も取り入れ
ながら楽しく進めていきます。

オギョンソク 学友外国語学院専任講師

第2・4（日）10:30～11:30
第1・3（火）19:30～20:30
月額4,000円(税別)

はじめての中国語

はじめて中国語を学ぶ方のためのカリキュラムです。「西のフラ
ンス語、東の中国語」と言われ、世界でもっとも美しいと評され
る中国語をマスターしましょう。

学友外国語学院専任講師

第1・3（月）10:30～12:00
月額4,000円(税別)

～音読から始める～はじめての朗読

今や朗読は趣味としてだけではなく、脳トレや
ダイエットの効果が期待されています。音読で
体の健康は勿論、脳の活性化を図りましょう。
まずは声を出すことから始めてみませんか。

柳原和美 日本朗読検定協会プロフェッサー

第3(水) 13:00～14:30
全3回9,720円(税込)　教材費／初回100円(税込)

美しい姿勢で美しい話し方

「貴女の印象が劇的に変わる！」 笑顔と姿勢
が整うと高級な宝石も化粧も要りません。
更に言葉や話題の選び方を学んで、日頃の習
慣をほんのちょっと変えてみましょう。
人生までガラッと変わります。何歳からでも
変われます。ぜひご一緒に！

新田尚子 フリーアナウンサー

第1・3（木）12:00～14:00[1回30分]
月額6,000円(税別)

日常会話のためのボイトレ

声についてお悩みのある方を対象とした話し方
のボイストレーニング。楽に声を出せるように
なるので、きっと話すことが楽しくなります。

梨木哲登 （個人レッスン）NaNo-s-spot
ボイストレーナー

第1（水）14:00～16:00　月額2,500円(税別)

小笠原流礼法～作法の基本～
弓馬術礼法小笠原教場三十一世宗家 小笠原清忠監修

小笠原流礼法とは単なるマナーのことでは
ありません。基本動作を修練することによ
ってはじめて成り立つ武家の文化です。正
しい所作と日本の伝統作法を習得します。

深田紀美子 小笠原教場門人

第4(木) 13:30～14:30
月額3,000円(税別)

～日本舞踊を取り入れた～

洋装で学ぶ美しい所作講座

嵯峨流家元が考案した日本舞踊の所作事を
学びます。普段着のまま古典曲にあわせてい
つのまにか美しい身のこなしで好印象に！

嵯峨凰祥 嵯峨流初代家元

第2・4（水）10:30～14:40[1回50分]
第2・4（土）16:00～19:00[1回50分]
月額5,000円(税別)

第2・4（水）10:30～14:40[1回50分]
第2・4（土）16:00～19:00[1回50分]
月額5,000円(税別)

第2・4（水）10:30～14:40[1回50分]
第2・4（土）16:00～19:00[1回50分]
（ペア料金）月額7,000円(税別)

初心者のためのパソコン 個人レッスン

これからパソコンをはじめてみようという方から、もっと使い
こなしたい方まで、それぞれのライフスタイルに応じて使い方
のご提案と基本的な操作法をお教えします。

野村琢磨 マイクロソフト認定インストラクター 野村琢磨 マイクロソフト認定インストラクター

パソコンペアレッスン（2人1組）

ご家庭のパソコン1台をおふたりで共有してお使いになる方向
けのレッスンです。基本的な操作から二人で一台を使う場合の
便利な機能までしっかりお教えします。

はじめてのスマホ（iPhone）個人レッスン

iPhoneやスマホには、小さいながらも知れば知るほど便利な機
能があります。せっかく手に入れたものを使わない手はありま
せん。うまく生活に取り込んで快適ライフを。

野村琢磨 スマートパッドマスター認定講師

第2・4（日）10:30 ～ 12:00
月額5,600円(税別)

シニアのためのiPad入門

買ったけれども使い方がよくわからない方、頭
の体操の為にやってみようという方を対象に、
基本操作から文字入力、各種アプリの活用法な
どをじっくり、ゆっくり繰り返し学びます。

野村琢磨 スマートパッドマスター認定講師

第4（日）10：30～12：00
全6回16,200円（税込）

【1/27㈰開講予定】

【2/25㈪開講予定】 ※申込締切 2/22㈮

【2/11㈪開講予定】

【2/8㈮開講予定】※申込締切 2/1㈮

【2/25㈪開講予定】※申込締切 2/23㈯

材料費／月額2,160円（税込）
初回セット費／ 5,000円（税込）

かわいいミニチュアフード

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。

mitsu-Ki [全6回]

[全3回]

[全3回]

[全6回]

[全3回]

日本ミニチュアフード協会認定講師

第1・3（金）10:30～13:30
月額5,500円(税別)

はじめての仏像彫刻

仏像彫刻は木の中の仏をお迎えする作業。
はじめて彫刻刀を手にする方にもできる
よう、道具の使い方、手入れの仕方から教
えます。ご自身の仏に出会える講座です。

平杉峯香 慧光菴仏所

第3（火）10:30～12:30
月額2,000円(税別)

ペーパークイリング

細長い紙をクルクルまいて作る
ペーパークラフトです。花や食
べ物など季節に合わせて楽しく
作りましょう。

山本美穂 ボタニカルクイリング・ジャパン認定
インストラクター

第1・3(木)10:30 ～ 12:30
月額5,000円(税別)

ハナ先生の ポジャギ教室

ハナ先生と一緒に、韓国にまつわるお喋り
を楽しみながらポジャギを学びましょう。
色とりどりの布をつなぎ合わせて、日常で
も使えるアイテムを作ります。

キム・ハナ

第4（火）10:30～12:30
月額2,500円(税別)

かんたん・たのしい
おうちパン講座
オーブン不要でこねずに混ぜるだけ。
生地を１日ねかせて、フライパン、トースター
で焼くだけの新しい発想のパンづくり。
講座では生地づくりと発酵した生地を使用し
ての成型、焼成して試食します。

松原ルミ
おうちパンマスターポジャギ作家

月3～4回（月）15:00～16:00
月額6,000円～(税別)

かな書道

日本独自の文字「かな」は平安時代に
芸術にまで高められました。この講座
では本格的なかな作品を制作します。
初めての方でも丁寧に指導します。

山田香代子 日本書芸院一科審査会員、日展入選
公立高書道非常勤講師

第1・3（火）13:00 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

初心者のための健康マージャン教室

ゲームをすることで脳の老化を抑える
効果があると麻雀が人気です。手指を動
かし、考えることで楽しみながら脳トレ
ができます。

水谷和治 日本麻雀道連盟師範

第2・4（木）10：30～12：00
全6回16,200円(税込)

はじめてのタロットカード・リーディング

奥が深いタロットカードですが、家族やお友達
同士で気楽に楽しめるようになる講座です。
さらに深く追究したい方には中級コースへ。

ハートスケープなかむらようこ タロット占術鑑定士

第1(火）14：00～15：30
全6回12,960円（税込）

～自分の生き方発見～開運手相学

“手相は人生の羅針盤” 手の平の丘
と線の意味を正しく学び、運気UP
に役立てましょう！復習しながら
応用まで丁寧に学びます。

中谷ひろみ 東明学院専任講師

第2・4(火)14:00～16:00
月額4,600円(税別)

やさしいパステル画

絵本の世界のようなかわいくやさしい絵
を描くパステル画教室。見本の絵をお手
本に、はじめての方でも簡単に描けます。

沖 明日香 画家
アトリエいろのね主宰

第2・4（金）
10:30～12:30
月額4,000円(税別)

ヘタでいい、ヘタがいい
はじめての絵手紙

身近な花や野菜、果物をモチーフに言葉を
添えて、温かい気持ちを伝えます。うまくな
いからこそできる、味がある絵手紙を描き
ましょう。

永重信江 日本絵手紙協会公認講師

第4(木) 13:00～15:00
月額2,400円(税別)

鮎裕の和のイラスト講座

少ない筆遣いで、四季折々のホッとする｢和のイラスト」
をハガキに描きます。季節感あるオリジナル教材を使い
運筆、なぞり練習など段階を追って丁寧に練習するので
楽しく作品が仕上がります。

新發田恭子 一般社団法人
和のイラスト協会公認講師

第1・3（日）15:30 ～ 17:30
月額4,000円(税別)

筆ペンはがき絵　日曜日クラス

6色のカラー筆ペンを使用しますので、準備
も片付けも楽々！絵が苦手でも描き順が分か
れば簡単に描くことができます。

木村杲海 暁書法学院常任理事

第1・3（水）13:30 ～ 15:30
月額4,000円(税別)

筆ペンはがき絵　水曜日クラス

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。

山本榮茜 暁書法学院講師

第4(月) 10:30～12:00
全3回6,480円(税込)
材料費／全3回6,480円(税込）

香り絵®講座

季節のイベントの絵、香木・香料の香りで、
脳を活性化。見て、触れて、五感で感じアン
チエイジング効果も。下絵があるので安心
です。

田村佳寿美 癒しの香り絵®認定講師

第2(火) 10:30～12:30　月額3,000円(税別)

ママが自分で作る 知育絵本
～すうじえほんを作ろう～

お子さまやお孫さんに、手作りの絵本をプレ
ゼントしませんか。まずは1から10までの数字
をテーマにお好きな画材で絵本を作り、製本
まで指導します。3回で1冊を完成させます。

うえだいずみ 絵本作家

第3（月）12:30～14:30
月額2,100円(税別)

　　　　　　　　　　　～暮らしの中の布箱～

はじめてのカルトナージュ

カルトナージュはフランス生まれのおしゃ
れな手工芸。厚紙を、お好きな大きさに切っ
て箱を組み立て、素敵な布や紙で飾って、貴
女だけのオリジナルな布箱を作りましょう。

柳原和美 「Atelier Shellen」主宰

第2(木) 10:30～12:30
月額3,500円(税別)

はじめての韓紙工芸

「絹五百年、紙千年」韓紙（ハンジ）
は、色合いや模様が美しい韓国の
伝統工芸。軽くて丈夫な”韓紙”で
日常の生活雑貨を彩りましょう。

山口千里 韓紙工芸yona主宰

第1(火) 10:30 ～ 12:30
月額2,500円(税別)

日本ヴォーグ社 ポーセラーツ教室

真っ白な磁器にシール感覚の転写紙や
上絵の具、金彩などを使ってあなただ
けのオリジナル食器を作りませんか。

井川季里香 ポーセラーツサロンシャルミル主宰

第4（日）13:00～14:40
月額2,100円(税別)

休日のポーセラーツ

白い陶器にさまざまな種類の模様を
シール感覚で貼り付けて焼き付けま
す。自分好みのテーブルウェアを簡単
につくることができます。

中芝亜友美 日本ヴォーグ社認定
ポーセラーツインストラクター

第4（木）10:30～12:30
月額2,000円(税別)

クラフトバンドで作る
バッグと暮らしの小物たち

クラフトバンド（紙ひも）を使い、かごやバッグ
など実用的なものを編んで作ります。紙なので
軽く、しっかりとじょうぶな作品ができます。
体験はリボンがかわいい小物入れ。

森戸佳子 クラフトバンド
エコロジー協会認定講師

第3(金）12:30～15:00
月額3,000円(税別)

色とデザインで楽しむレザークラフト

基本的な革雑貨を作りながら、革の選
び方やデザインの仕方、金具などの使
い方を学んでいきましょう。体験では
レザーコインケースを作ります。

向山香織 レザークリエイター
1/4moon.主宰

第2（月）13:00～14:30
全3回6,480円（税込）
材料費／全3回9,720円（税込）

リボンドール

リボンのドレスをまとった
オリジナルのリボンドール
を製作しましょう。

真﨑好美 SWS認定講師
リボンドールコーディネーター

第4(木)13:00～15:00
月額2,000円(税別)

Enjoy! Happy! Smile!

消しゴムはんこ教室

初めての方でも簡単に楽しめる消しゴムはんこ。暮らしの中の
はんこ、季節のはんこ、ポンっと押すだけで笑顔になれる世界に
ひとつのオリジナルはんこを彫ってみませんか。JESCA認定
消しゴムはんこ初級アドバイザーの資格も取得できます。

makinoco JESCA公認講師
JESCA認定イレイサースタンプクリエイター

第2・4(火) 
13:00～15:00
月額5,000円(税別)

第2or第4(火)
13:00～15:00
月額2,600円(税別)

四季を彩るビーズフラワー
～可愛いお部屋飾りとアクセサリー～

関口真優×タミヤ

煌めくグラスビーズ(糸通しビーズ)を良質なカラーワイ
ヤーに通して、捻ったり曲げたりしながら、四季折々の可
愛いお花を様々なアイテムと一緒にして美しいお部屋の
飾りやアクセサリーなどをお作りして頂けます。

清水美佐 Rose Lys blanc主宰
ビーズフラワー講師

第4（水）13:30～15:30
月額2,500円(税別)

マクラメジュエリー

マクラメとは、ひもを結ぶことにより装飾・模様が
生まれる編み方の技法のことです。マクラメ編みの
基本（平結び・ねじり結びなど）から始めて、レベル
に応じて難しい編み方にもチャレンジできます。

松原ルミ 楽習フォーラム・マクラメジュエリー認定講師

第4（水）13:30～15:30
月額2,500円(税別)

ビーズジュエリー

自分だけのアクセサリー作りを楽しみまし
ょう。ビーズアートステッチやジュエリー
クロッシェなどの様々な技法から、お好み
の技法や作品を選択できます。

松原ルミ 楽習フォーラム・ビーズアート ステッチ・
ジュエリークロッシェ認定講師

第2(土) 10:30～13:30
月額3,000円(税別)

アートクレイシルバー

純銀粘土アートクレイシルバーを用
いてのオリジナルシルバーアクセサ
リー制作講座です。自分だけのお気に
入りアクセサリーが仕上がります。

保田顕子 純銀粘土講師

第2（水）13:30 ～ 15:30
月額2,500円(税別)

カワイイねんどアートとポリマークレイ雑貨

樹脂粘土を使って、粘土アートでスイーツ・
アニマル・ドールや、季節のフレーム飾りな
どを作ります。またポリマークレイ を使っ
てクレイアクセサリーも製作可能です。

松原ルミ ハンドメイド教室
First-step主宰

第2(金)10:30～12:30
全6回22,680円(税込)
材料費／全6回16,200円(税込）

スイーツデコレーションレッスン

㈱タミヤとスイーツデコレーション作家・関口
真優がコラボしたスイーツデコレーション講座
です。タミヤのスイーツデコレーションシリー
ズを使って、可愛い美味しそうなスイーツ作品
を作ります。6作品を作り上げ、粘土の使い方か
らデコレーションなどをマスターします。

澤田裕美 パステルスイーツ
インストラクター

第3(水) 10:15～12:15
月額2,500円(税別)

はじめてのソープカービング

初めての方でもナイフの持ち方、
動かし方から指導しますのでご安
心ください。シニアの方も大歓迎
です。認定講師資格取得も可能。

白須ゆき STUDIO SUK CAI 認定講師

第2(土) 10:30～12:30
月額2,500円(税別)

フルーツ＆ベジタブルカービング

食卓を彩る季節の野菜のカービング
や、パーティーにも重宝するフルー
ツのカービングを基礎から丁寧に学
べます。初めての方大歓迎です。

村上准子 STUDIO SUK CAI 認定講師

第1・3（日）10:30 ～ 12:30
月額4,100円(税別)

池坊いけばな教室

できるだけ少ない素材で豊かな空間を作る
いけばなは”引き算の美学”といわれていま
す。忙しい日常に癒やしのひと時を。
免状取得も可。

高津倫子 華道家元池坊華道講師

第2（水）10:30～12:30
月額2,000円(税別)

癒やしのフラワーアレンジメント

月に一度、いきいきとしたお花に
癒やされる朝のひととき。新鮮な
季節のお花を使い、フラワーアレ
ンジメントを基本から学びます。

辻中やよい子 FDA認定校「Flower room優遊」講師

第4（水）10:30～12:30
月額2,000円(税別)

季節のプリザーブドフラワー

プリザーブドフラワーという、保存
性の高い花材でのフラワーアレンジ
を行います。生花に劣らぬあざやか
さと長く続く美しさを楽しめます。

辻中やよい子 FDA認定校「Flower room優遊」講師

第2（金）19:00 ～ 21:00
月額2,000円(税別)

インテリアフラワー

生花、プリザーブド、アーティフィシャ
ルなど花のジャンルを問わず、季節の花
を使って月ごとの行事や流行を取り入
れた室内装飾を作ります。

辻中やよい子 FDA認定校「Flower room優遊」講師

第3（土）11：00～ 12：00
月額2,000円(税別)

ゆったり茶道（表千家）

おけいこを通して、美しいふるまい
や作法を身につけられる講座です。
おいしいお茶お菓子とともに、気軽
に学んでいただけます。

山中慎司 表千家茶道講師

第3（土）12：30～ 13：30
月額2,000円(税別)

男の茶道（表千家）

気鋭の男性講師による茶道講座です。男の
たしなみの一つとして、日本の礼儀作法や
教養を身につけてみませんか。

山中慎司 表千家茶道講師

第4(月) 12:30～14:30
全3回8,100円(税込)
材料費／全3回11,340円(税込)

手づくりお香講座

高級香木の沈香や白檀、天然香原料
を使い、匂い袋・お線香・練香を作
り、和の香りを楽しみましょう！
お香作りの基本をご伝授します。

真﨑好美 SWS認定講師
和雅香師

第2・4（月）10:30 ～ 12:30
月額4,000円(税別)

戸塚刺しゅう

戸塚刺しゅうはヨーロッパ刺しゅうを
日本人の感性にアレンジして豊かな深
みを表現します。個性をいかした独自の
作品作りを一緒に楽しみましょう。

藤原文代 戸塚刺しゅう協会師範

京都初！

【3/11㈪開講予定】

【2/12㈫開講予定】※申込締切 2/11㈪

【2/20㈬開講予定】
※申込締切2日前

【2/12㈫開講予定】※申込締切 2/11㈪

[全3回]

[全6回]

[全6回]

[全3回]

[全3回]


