
1,500円1/21(月)12:00～ 1,000円1/15・2/5(火)10:30～ 1,000円1/16・30（水）11:00～ 1,000円1/16・30（水）13:00～

1,000円1/24・2/28(木)19:30～ 1,000円1/24・2/28(木)20:40～ 1,000円1/31・2/21(木)19:30～ 1,500円2/14・2/28(木)15:00～

1,000円

1/22・29（火）19:00～ 1,000円1/18・2/1（金）19:00～ 1,000円1/31・2/21(木)10:30～ 1,000円2/1（金）10:30～

1,000円2/5（火）13:00 ～ 1,000円1/25・2/8（金）19:30 ～ 1,000円2/5（火）14:10～ 1,000円1/21(月)10:45 ～

1,000円2/25(月)19:00 ～ 1,000円1/28・2/25(月)14:15 ～ 1,000円1/18・2/1(金）10:30～ 1,000円1/18・2/1(金）11:45～

1,000円1/23・2/13（水）10:00～ 1,000円2/5（火）15：20～ 1,000円1/24・2/28(木)10:30 ～ 1,000円1/25・2/8（金）10:00～

1,000円1/16・1/30(水)10:30～ 1,000円1/24・2/14（木）10:00～

1,000円1/26・2/23(土)13:00～〈5歳～小4〉、14:00～〈小5～中学生〉、15:00～〈大人〉

1,000円1/17・2/7（木）10:30～ 1,000円1/25(金)13:00～ 1,500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

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

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

1/23・2/13（水） 1,000円 時間はお問い合わせください3/4・18(月)

1,500円1/23･2/13(水)13:00～

1,000円1/24・31（木） 1,000円1/28(月)・2/5(火) 1,000円1/18・2/15(金) 1,000円1/30・2/20(水)

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

2/4(月)11:00～ 1,000円1/13・27（日）10:00～

1/24(木)
10:00～

1,000円1/30・2/20(水) 1,000円1/21・2/4（月）10:30～ 1,000円1/31（木） 1,000円1/31（木）11:00 ～

1,500円2/11･2/25(月)10:30～ 1,000円1/25(金)10:00 ～ 1,500円1/25(金) 1,500円2/6・20（水）

1,000円1/30・2/20(水) 1,500円1/23・1/30(水）19:00～ 1,000円2/2(土)11:00～ 1,500円1/23・2/13(水)10：30～

1,000円1/18・2/15(金)19:00～ 1,000円1/18・2/15(金)20:30～ 1,000円1/21・2/4（月）19:00～ 1,000円1/19・2/2(土)18:00～

1,000円1/19・2/2(土)16:30～ 1,000円1/23、2/13(水）13:00～ 1,000円1/17・24（木）13:00～ 1,000円1/17・24（木）14:30～

1,000円2/12(火)10:30～ 1,000円1/22(火)10:30～11:30
『60分でわかる！仏像のこころ』

2,250円1/21(月)13:00～ 1,000円1/20・2/3（日）18:00～
1,000円

1/28・2/25(月)19:00～

月4回(月)12:00～13:00
月額6,200円(税別)

はじめてのタップダンス

タップシューズを履いてみませ
んか！音を楽しみながら身体を
動かしましょう。基礎からゆっく
り練習していきます。

豊田文緒 ダンサー　振付師

第1・3（火）10:30～11:45
月額3,600円(税別)

やさしいハワイアンフラ

曲の意味を理解し、何度も繰り替えし、一つ
一つゆっくりと曲に合わせていきます。
健康で楽しく笑顔で踊れるようにレッスン
していきます。

森下美香 フラ  ハーラウ  オ  アロヒラニ  インストラクター

第1・3（水）11:00 ～ 12:15
月額3,600円(税別)

楽しいハワイアンフラ

ハワイの有名なクムフラ カウイ・オナー
ラニカマナオ氏を師事して、ハワイの伝
統文化であるフラを正しく基礎を大切
に、楽しくご指導させて頂きます。

村野アロヒラニ貴子 フラ  ハーラウ  オ  アロヒラニ
主宰 村野アロヒラニ貴子 フラ  ハーラウ  オ  アロヒラニ

主宰

第1・3（水）13:00～14:15
月額3,600円(税別)

50代からのハワイアンフラ

ベーシックステップを学んで頂き、ハンドモーションや曲の意味
を説明し、その仕方を一つ一つ丁寧にお教えいたします。
何度も繰り返し説明し、実技をお見せし上達して頂きます。
何より楽しくレッスンしてもらえるように工夫してまいります。

第2・4(木)19:30～20:30
月額3,300円(税別)

お勤め帰りの やさしいフラ

どなたでも参加できる、アットホ
ームなフラ教室です。一日の疲れ
をゆったりとしたハワイアンミ
ュージックで癒しませんか。

遠藤まり フラハラウ ウェリナ 主宰

第2・4(木)20:40～21:40
月額3,500円(税別)

力強い男性のフラ カネフラ

逞しく勇ましい、男性のフラに挑戦
してみませんか。力強い動きで体幹
が鍛えられ、健康増進に効果的。
ストレス発散にもオススメです。

遠藤まり フラハラウ ウェリナ 主宰

第1・3(木)19:30～20:45
月額4,000円(税別)

ベリーダンス

ベリー（腹部）ダンスは、女性の魅力を最大
限に引き出す中東の踊り。エキゾチックな
音楽に合わせて、ちょっとだけ非日常を楽
しみませんか。

亜李（アリン）ありんベリーダンス主宰

第2･4(木)15:00～16:00
月額5,000円(税別)

日本舞踊基礎講座

古典の音にあわせ日本舞踊の基礎を学びます。
帯・足袋をつける和服での動きは体幹を鍛え美
しい立ち居振る舞いが身につきます。日本舞踊
を通してしなやかな身体づくりも目指します。

嵯峨凰祥 嵯峨流初代家元

月4回（火）19:00～20:00
月額6,200円(税別)

合気道

合気道はあらゆることから身を護る武道と
して人気が高く、礼儀作法・体力作り・精神
修養に役立ちます。

窪田育弘・他 連盟指導員 全日本合気道連盟理事
8段位

第1・3（金）
19:00 ～ 20:00
月額3,000円(税別)

ゆるめるヨガ（陰ヨガ）

力を抜いて時間をかけることで、体と心をゆるめ
ます。座ったポーズが多く、どなたでも気軽にで
きます、週の終わりに、リラックスしませんか。

伊藤淑恵 全米ヨガアライアンス認定講師
陰ヨガ指導者養成講座修了

第1・3(木)10:30～11:30
月額3,500円(税別)

ビューティーアップヨガ

お子さま連れで通える、女性のためのやさしいヨガ
教室。ママはもちろん、お子様連れでない方も大歓迎
です。身体を動かす心地良さを味わいましょう。

曽根明子 IYCキレイになるヨガ・SLOW-FLOWヨガ
インストラクター、山本ヨガ研究所認定

第1（金）10:30 ～ 11:30
月額1,500円(税別)

月イチのはじめてヨガ

これからヨガをはじめたい方、身体
が硬いと感じている方のためのヨ
ガ。基礎から丁寧に行います、月に
一度、ヨガで体を動かしませんか。

伊藤淑恵 全米ヨガアライアンス認定講師
陰ヨガ指導者養成講座修了

第1・3（火）13:00 ～ 14:00
月額3,100円(税別)

ピラティス＆バレトン
～キレイ＆スッキリなカラダへ

ピラティスで身体の軸をキレイに整え、その後
はバレトンでバレエやヨガ、フィットネスの要
素を取り入れ楽しく有酸素運動をすると、終わ
った後はスッキリしたキレイな身体へ。

松井和代 FTPマットピラティスプラスインストラクター

月4回(月)10:45 ～ 11:45
月額5,400円(税別)

ほぐしストレッチ

マットの上でゆったりした呼吸に合わ
せて、背骨を中心にゆっくりと身体全体
をほぐしましょう。

豊田文緒 ダンサー　振付師

第2・4(月)19:00 ～ 20:00
月額3,200円(税別)

リラックスストレッチ1日の疲れ
を癒す

～ウェーブリングで効果的に～

理想の身体に
デザイン！

歪みと痛みにサヨナラ！

～座ったままでできる～

カラダ機能改善エクササイズ

リラックスする呼吸法やストレッチ運動、セル
フマッサージを取り入れたエクササイズです。
1日の終わりに自律神経を整え、質の良い眠りを
手に入れられるよう、身体をほぐしましょう。

Yukky JDAC認定ダンス指導員

第2・4(月)14:15 ～ 15:30
月額3,900円(税別)

歪みリセットエクササイズ

人体に心地よくにフィットする”ウェーブリン
グ”を使って、コリや痛みなど個々の悩みを解消
していきます。簡単ストレッチで快適ライフ！

ASAMI フィットネスインストラクター

第1・3（金）10:30～11:30
月額3,400円(税別)

ルーシーダットン（タイ式ヨガ）

仙人の体操を意味するタイ式ヨガ。
独自の呼吸法と簡単なポーズで新
陳代謝・体のゆがみを改善。引き締
め効果や肩こり、姿勢改善も。

菊池真紀 日本ルーシーダットン普及連盟インストラクター

第1・3（金）11:45 ～ 12:45
月額3,400円(税別)

椅子ルーシーダットン（タイ式ヨガ）

椅子に座ったままできるルーシー
ダットン（タイ式ヨガ）です。元気で
いるためにどんな方でも安心して
楽しみながら動かせる体操です。

菊池真紀 日本ルーシーダットン普及連盟インストラクター

第2・4（水）10:00 ～ 11:30
月額3,400円(税別)

楊名時健康太極拳

楊名時健康太極拳は年齢や体力を問わずにできる健
康増進法です。体をゆっくり動かして、身体と心を元
気にします。意識、呼吸、動作をひとつにすることで、
気の流れがよくなります。

笹治隆子 楊名時健康太極拳指導員

第1・3（火）15:20 ～ 16:20
月額3,100円(税別)

～健康寿命を伸ばす～ロコモ体操

ロコモとは「立つ」「歩く」などの運動機能の低
下を表す言葉。いつまでも自分の力で立てる、
歩けるを目的にした体操です。

松井和代 FTPマットピラティスプラスインストラクター

第2・4(木)10:30 ～ 11:40
月額3,100円(税別)

背骨コンディショニング

背骨を整えると痛みが消える！関節
をゆるめ、骨を矯正することで腰痛・
膝痛・コリなどを解消していきます。
自力で不調を改善したい方に。

大谷慎二 背骨コンディショニング協会認定
パーソナルトレーナー

第2・4（金）10:00～11:00
月額3,600円(税別)

KAZE-ｐrep

筋膜ラインに合わせて、気持ちよく
伸ばしたり、ねじった動きで体の歪
みや姿勢を改善します。体に張りや
コリを感じる方にもおススメです。

サチコ （一社）日本健康体操普及連盟認定KAZE-ｐrep
インストラクター、JDAC認定ダンス指導員

カゼ プレップ

第1・3(水)10:30 ～ 11:30
月額3,600円(税別)

ベリーエクササイズ

ベリーダンスのゆっくりとした動きでインナー
マッスルを刺激し、しっかりと体幹を鍛えていき
ます。楽しく踊りながら、美しくしなやかな体へ。

朱莉 一般社団法人ベリーエクササイズ協会
認定講師

第1(水) 10:30～12:00
全3回7,776円(税込)
【2/6㈬開講予定】

【2/12㈫開講予定】

【2/4(月)開講予定】※申込締切 2/3㈰開講日程…2/6㈬・3/6㈬・4/3㈬

ハリとツヤで若さを保つ 表情筋トレーニング

表情筋は顔の下にある約30種類の筋肉。使わ
ないと年齢に関わらず衰えます。瞼、頬のたる
み、法令線を器具も化粧品も必要なく自らの
力で肌に柔軟性や潤いを取り戻し表情が豊か
になるエクササイズです。

香川奈々子 (株)BrilH認定表情筋
トレーニングインストラクター

第2・4（木）10:00 ～ 11:00
月額3,200円(税別)

ZUMBA

運動が苦手な人でも大丈夫です。世界各国
のリズムで簡単に踊りながら、脂肪燃焼や
体力向上、ストレス発散できます。一緒に楽
しみましょう。

サチコ ZUMBAインストラクター
JDAC認定ダンス指導員

第1(月) 13:00～14:00
全3回6,480円(税込)

美肌塾 アンチエイジング講座

しわ・たるみ・シミ。気になる肌老化のしく
みを知り、正しいお手入れ方法、自分に合
う化粧品の選び方を学んで美肌を手に入
れましょう！

小林美由紀 再生美容サロンasyouオーナー
日本エステティック協会認定エステティシャン

第2(火)10:30～12:00 月額3,300円(税別)  材料費／月額648円(税込)

今日から始める季節の薬膳美養生漢方の力で
私を変える

その食事と健康法は、"貴方"に合っていますか?
漢方の考えに基づく薬膳料理は、他の誰でもない貴方
自身に寄り添うご飯。身近な食材を立派な薬膳料理に
変身させる数千年の知識をお伝えします！

高見節佳

・薬膳/漢方の力で私を変える～身近な食材を活用しよう!
・季節に合わせた養生法で健やかに
・漢方で知る体のしくみ

国際中医薬膳師、国際薬膳調理師
漢方養生指導士

第2・4(土)
13:00～13:50〈5歳～小4〉
14:00～14:50〈小5～中学生〉
月額3,600円(税別)

第2・4(土)15:00～16:30
月額5,000円(税別)

卓球教室

オリンピックで注目が集まる卓球競技を身近な
スポーツとして楽しみませんか。初めてのお子様
も、楽しくラリーが続けられるようになります。

卓球で楽しく健康増進！少人数制なの
でしっかり丁寧に指導します。ラリーが
続けば気分爽快！あなたもかっこよく
スマッシュを決めてみませんか。

田中栄一、他（キッズ・大人） 卓球上級指導員

第1・3（木）10:30 ～ 11:30
月額5,000円(税別)

ボイトレグループレッスン
～身体の基礎からはじめる～

身体の基礎からトレーニングをはじめて歌
声を磨いていきます。また季節に合わせた
曲を歌い楽しみましょう。

梨木哲登 NaNo-s-spot　ボイストレーナー

第2・4（金）13:00 ～ 14:00
月額4,200円(税別)

楽しくコーラス

基本のボイストレーニングから楽譜の読み方、音
の取り方まで丁寧に指導いたします。ポップスな
ど様々な曲に挑戦してコーラスを楽しみましょ
う！楽譜が読めなくても大丈夫です。

松永広幸 カルメンキングVo.

第2･4（水）
15:00～20:30[1回30分]
月額5,200円～ (税別)

大人のヴォイストレーニング

個々の希望や年齢に合わせたヴォイストレ
ーニングです。（各種オーディション等にも
対応します）

岸本幾美 関西二期会会員

第1・3(月)
10:30～14:00[1回30分]
月額6,000円～ (税別)

大人のピアノレッスン

初心者の方はもちろん、長くブランクのあ
った方も。楽しくマイペースにピアノを弾
きませんか。

岡嶋思帆 ピアノ講師

第2･4(水)13:00～14:00
月額3,500円(税別)

歌声サロン

楽譜が読めなくても大丈夫！歌う前に簡単
な体操や呼吸法も行います。皆で楽しく歌
いましょう。

岸本幾美 関西二期会会員

月3回（木）15:00～21:00[1回30分]
月額7,800円～ (税別)
※小学生以下は6,900円～ (税別)

やさしいピアノ

一人一人のご希望、レベルに合わせてレッ
スンしますので、全く初めての方、シニアの
方でも安心してご参加いただけます。

木全絵理 短期大学非常勤講師

第1・3(火)
13:00～21:00[1回50分]
月額8,000円～(税別)

月3回(月)
15:00～21:00[1回50分]
月額12,000円～(税別)

ヴァイオリン

難しいイメージを持っている方も多い”ヴァイオリン”ですが、
音楽を楽しむ気持ちがあれば誰でもすぐに始められます。

野中咲希 同志社女子大学学芸学部音楽学科卒
同大学専攻科修了

第1・3(金)17:00～21:30[1回50分]
月額8,000円～ (税別)

チェロ

チェロの深く温かな音色がお好きな方、一緒に
楽しく演奏しませんか。基礎からきちんと教え
ます。

伊原直子 京都市立芸術大学卒業
Asian Youth Orchestra2009プリンシパルチェロ

第1・3(水)
16:00～21:30[1回30分]
月額6,000円～ (税別)

エレキ＆アコースティックギター

”あなたの人生にギターを”。フォーク、エレ
キギターからクラシック、フラメンコまで、
様々なジャンルに対応致します。

井上耕一 作・編曲家、ギタリスト、ウクレレ奏者

第1(月) 10:30～12:00
全4回10,800円(税込)
教材費／全4回650円(税込)

パーソナルカラー＆
季節のファッションカラー講座

あなたに似合う色診断・体型（骨格）分析からメイク
まで、若返る色・心理効果そしてタンスに眠ってい
る洋服をステキに変身させるコーディネートまで
アドバイスします。（カラーシート付き）

友田佳美 カラースタイリスト

第2･4(金)13:00～15:00
全4回12,960円(税込)　教材費／初回100円(税込)

○1回目･･脳を元気にするワーク
○2回目・・健康な心の基礎を作る
○3回目・・ストレス連鎖ストップの秘訣
○4回目・・しあわせの方程式

ストレスケア～機嫌よく人生を送るために～

≪座学＆ワーク≫自分の人生をもっと豊かにもっと機嫌よく
暮らしていくための考え方、技術の講座です。

明珍裕美子 ストレスケアカウンセラー

第2・4（日）10:00～11:30
月額4,000円(税別)

ダーツはじめよう

これからダーツデビューしたい方を
対象に道具の説明、ルールから教え
ます。楽しみながら、技術、集中力、心
身のバランス感覚が養えます。

中宅正啓

心に残る仏像　仏像の来た道・分類など

日本ダーツ協会公認指導員

ウクレレ個人レッスン

のんびり、かる～く、ウクレレの音色を楽しんじ
ゃいましょう。個人レッスンなのでマイペース
に進められます。

井上耕一 作・編曲家、ギタリスト、ウクレレ奏者

第1・3（月）10:30 ～ 12:00
月額5,000円(税別)

はじめての人でも弾けるウクレレ

ウクレレの持ち方、音の出し方からてい
ねいにレッスンします。楽器が初めての
方でも大丈夫です。ハワイアンだけでな
く幅広いジャンルの曲を弾きます。

森田ちひろ ウクレレ講師

第3（木）①10:15～10:55 ②12:10～12:50
[1回40分] 月額3,750円～ (税別)

二胡を楽しもう

個人レッスンなので、一人ひとりに応じた進め
方が可能です。経験者の方のスキルアップもご
相談ください。歌謡曲やポップス・クラシックな
どレベルに応じて弾くことができます。

尾辻優衣子 二胡奏者

第3（木）11：00～ 12：00
月額3,200円(税別)

二胡を楽しもう（入門）

人の声に似ていると言われる二胡。身体に
ラクに、優しい音色を奏でる事を目指しま
す。楽譜は、楽器に初挑戦でも安心な数字譜
を使用します。

尾辻優衣子 二胡奏者

第2･4(月)10:30～12:30
月額6,000円(税別)

長唄・三味線

初心者は符の読み方、楽器の扱い方等、
一から丁寧に指導いたします。伝統文
化に挑戦してみてください。和の世界
の楽しさを実感して頂けます。

杵屋輝久次 長唄・輝久友会主宰
長唄協会関西支部役員

第2・4(金)10:00 ～ 11:30
月額4,400円(税別)

沖縄三線教室

老若男女を問わず誰にでも気軽に
楽しめる沖縄三線。「涙そうそう」や
「花」などのポップスから民謡まで、
皆さんで一緒に奏でましょう。

井後義世 琉球民謡・島の唄　涼風会　教師

第2・4(金)15:00～21:00[1回30分]
入門…月額5,100円(税別)
初級…月額5,600円(税別) 中級…月額6,500円(税別)

フルートレッスン

憧れのフルートを演奏してみませんか。音の出
し方からポピュラー音楽、本格的なクラシック
までそれぞれに合ったレッスンを行います。

鈴木　楓 フルート奏者

第1・3（水）11:00～15:00
[1回30分] 月額6,500円～ (税別)

フルートを楽しもう

あこがれのフルートを奏でてみませんか。
柔らかく済んだ音色が魅力のフルート。
レベルを問わず、きれいな音色を鳴らせる
よう丁寧に指導します。

樋上裕子 同志社女子大学音楽学科卒

第1・3(水)
16:00～21:30[1回30分]
月額5,000円～ (税別)

DTM＆作曲講座

機械は苦手、とあきらめていた方。マウス操作だけで簡単に作曲
ができるＤＴＭ(デスクトップミュージック)に挑戦してみまし
ょう！楽器の演奏ができなくても大丈夫です。

井上耕一 作・編曲家、ギタリスト、ウクレレ奏者

月4回（水）19:00～20:00
月額7,200円(税別)

バレエ・アン・ドゥ・トロワ
桧垣バレエ団プリマバレリーナ小西裕紀子監修

誰でも
踊れる!

水野弘子
バレエ学園

桧垣バレエ団プリマバレリーナ、小西裕紀子が監修し、
団員がていねいに、こころから表現する桧垣メソッド
バレエを指導いたします。

小野紋弓 桧垣バレエ団員

第1・3(土)11:00 ～ 12:00
月額4,000円(税別)

大人から始めるバレエレッスン

全くの初心者でも始められる入門・初級クラ
スです。美しい姿勢が身につき、心身と脳の活
性にも効果大です。クラシックの音色に乗っ
て、優雅に踊ってみましょう。

水野永子 水野弘子バレエ学園主宰

第2･4(水)10:30～12:00
月額3,300円(税別)

ストレッチ&美容バレエ

バレエの要素を取り入れたストレッチが
中心のクラスです。日頃、運動不足の方や
バレエ初心者の方にもおすすめです。
心も体もリフレッシュしましょう！

岸本幾美 バレエ講師

月4回(金)19:00 ～ 20:15
月額6,000円(税別)

ジュニアJAZZ DANCE〈中高生クラス〉

ダンスが好きな中高生集まれ！
ジャズダンスのかっこいい動きを基礎から
学べます。初心者も大歓迎！

YURIKA ダンサー

第1・3(金)20:30 ～ 21:30
月額3,800円(税別)

大人のJAZZ DANCE～エクササイズクラス～

ストレッチ＆ダンスで心も身体もリフレッ
シュ！基本の動きからきちんとレクチャー
します。楽しみながら健康になりましょう。

YURIKA ダンサー

第1・3（月）19:00～20:00
月額3,000円(税別)

はじめてのダンスステップ

「踊りたいけど何から始めればいいのかわか
らない」、「ダンスのステップができない」と
いう方のための基本中の基本レッスンです。

KAZ 「芝居とダンスのチャンビー」主宰
JDAC認定ダンス指導員

第1・3(土)
18:00～19:00
月額3,200円(税別)

季節のモダンジャズダンス

曲や歌詞のイメージを大切に、Yukky流、創作手話
風の振付で踊ります。心身ともに心地よく一緒に
舞いましょう♪

Yukky JDAC認定ダンス指導員

第1・3(土)16:30～17:30
月額3,100円(税別)

テーマパークダンシング

老若男女対象、親子での参加もOK！ダンス経験不問！
コミュニケーションを大切に、簡単な振付で楽しく踊ります。
ダンスの基礎だけでなく創造力、表現力も身に付きます。
Yukkyによるテーマパークの世界へようこそ！

Yukky JDAC認定ダンス指導員

第2・4（水）13:00 ～ 14:00
月額3,600円(税別)

はじめての社交ダンス

社交ダンスをはじめて習う方、ブランクの
長い方向けの講座です。 簡単なステップか
ら始めますので自信がない方でも安心して
ご参加ください。

寺田和生 テラダダンススタジオ代表
京都府ダンス教師協会常任理事

月4回（木）13:00～14:15
月額6,000円(税別)

社交ダンス入門

未経験の方も安心のゆっくりレッスン。まずは
ペアで踊る楽しみを感じましょう。ワルツなど
パーティーダンスを覚えましょう。

浦中進一 ダンススタジオバックステージ代表
JBDFプロ講師

月4回（木）14:30 ～ 15:45
月額7,000円(税別)

社交ダンス初・中級

パーティーで楽しく踊るために！スロー、
チャチャチャなどに挑戦。入門で覚えた踊
りもさらに、難しい技にチャレンジしてい
きます。

浦中進一 ダンススタジオバックステージ代表
JBDFプロ講師

第2(火) 10:30～12:00　全5回16,200円(税込)

子どもの笑顔を撮ろう！
ママカメラ教室

プロが撮ったようなキラキラした子ども写真が簡単に撮れ
る初心者ママの為のフォトレッスン。今だけしか撮れない
一瞬、幸せの記録を残しませんか。もっと早く知りたかった
テクニックがいっぱいです。

栗本恵里 魅力発掘フォトグラファー

1/29㈫10:30～12:00…座学①

仏像の心を探る　如来・菩薩
2/19㈫10:30～12:00…座学②

「奈良国立博物館・興福寺中金堂とお水取り」
3/5㈫14:30～20:30…課外

仏像の心を探る　明王・天部
3/19㈫10:30～12:00…座学③

おもしろ仏像講話

仏像の見分け方や形などを通して
【仏像のこころ】私達に向けてのメ
ッセージを読み解いてゆきます。
チョットの予備知識で、仏像と接
する時に新たな感動や発見が生ま
れ、鑑賞力がアップします。

樋口隆秀 古美術仏像研究会 主宰

第2・4(木)10:00 ～ 12:00
全6回19,440円(税込)
※教材・認定証別途30,000円(税込)

全4回9,936円（税込）
※課外講座の拝観料・観覧料・食事代・交通費別途要

アロマ＆リンパマッサージ
(ハンド・フット)認定取得講座

アロマ＆リンパ理論を学んでハンド・フットケア
の施術を習得します。認定証を取得しプチサロン
開業も可能！卒業生も多数活躍中です。

森井典子 日本予防医学代替医療学院
学院長

第1・3(月)13:00～14:00
月額4,500円(税別)

腰掛タップダンス®

三洋電機㈱井植敏元会長考案の
シニアにピッタリのダンスです。
足首と太腿を無理なく楽しく鍛
えることができます。目指せ≪寝
たきりゼロ≫を合言葉に、おしゃ
れなタップダンスで筋力向上！

朝宮真由 腰掛タップダンス公式インストラクター
元宝塚歌劇団、タレント

第1・3（日）18:00 ～ 20:00
月額3,800円(税別)

フィリピン武術KALI（カリ）

メディアで話題の「カリ」。ナイフなど
の武器から身を守り無力化する護身
術です。過酷な筋トレも有りませんの
で女性でも安心して参加出来ます。

岡井英次 真狩京都代表

第2・4(月)19:00～20:00
月額3,300円(税別)

ゆったり♪夜のハワイアンフラ

ALOHA！あなたも一緒にハワイのパフ
ォーマンスを学びませんか。一日の終わり
にゆったり学べる、夜のクラスです。

松本理美 レイミリミリフラスタジオ所属[全5回]

[全4回]

[全4回]

[全4回]

[全6回]

20歳～

中学生～

4歳～

3歳～
小1～

6歳～

中学生～

年長～大人

18歳～

～真狩京都～

小学校高学年～

小2～

第1・3(水)
16:00～21:30[1回30分]
月額6,000円～ (税別)

小1～

【2/8㈮開講予定】
※申込締切 2/7㈭

第2・4（金）19:30～20:30
月額3,100円(税別)

リンパ＆ピラティス
～自律神経を整え内側からキレイを目指す～

人気のリンパマッサージとピラティス
を組み合わせて、リンパの流れを改善
し、インナーマッスルを鍛えます。姿勢
が良くなり、健康な身体をつくります。

松井和代 FTPマットピラティスプラスインストラクター

第1・3（火）14:10 ～ 15:10
月額3,100円(税別)

骨盤リンパストレッチ
～しなやかな身体づくり～

骨盤周辺のストレッチは下半身の不調（冷
えやむくみなど）に効果的。リンパストレッ
チでリンパの流れを活性化し、心も体も軽
くリラックスして、身体を整えましょう。

松井和代 FTPマットピラティスプラスインストラクター

[全3回]
[全3回]

カ
リ
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ム
例

春 夏

秋 冬

キッズクラス 大人クラス


