
1,000円1/16・1/30（水）17:00～ 100円（税込）
1,000円
100円（税込）1/20・2/3（日）10:30～

1,000円2/3（日）13:00～ 500円(税込） 1,000円
1/24(木)15:30～、17:00～

①2,160円(税込) ②2,700円(税込)

1,000円1/19･2/2(土)15:00～ 500円(税込） 1,000円2/7(木)16:30～ 850円(税込）

1,000円1/21・2/4（月）17:30～

1,500円1/26(土)17:00～ 1,000円1/18(金)・2/15(金)16:30～・17:40～

1,000円 紙代実費1/14・1/28（月）16:30～

1,000円1/19・2/2（土）10:00～ 1,000円1/19・2/2（土）10:40～ 1,000円1/12・1/26(土)13:30～

1,000円1/10・1/17（木）17:00～ 1,000円1/28・2/25(月)17:30～ 1,000円1/17（木）16:30～

1/19・1/26(土）10:30～

1,750円

1/31(木)16:00～ 1,000円1/8・22(火)17:00～ 1,296円(税込)

1,000円1/25・2/22(金)16:00～

1,000円

1/30（水）16:30～ 1,000円1/26（土）14:00～ 1,000円(税込）

1,000円2/7(木)10:30～ 324円(税込)

1,000円1/24・31（木） 1,000円1/28(月)・2/5(火)

1,000円1/18・2/1（金）17:00～ 1,500円1/25(金)

1,500円2/14・2/28(木)16:30～ 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1/23・2/13（水）

1,000円1/18・2/15(金) 1,000円1/30・2/20(水)

1,000円1/13・27（日）11:40～

1,000円1/29(火)16:00～17:00 500円(税込)

1,500円1/23・1/30(水）各時間
1,000円

2/2(土)13:00～、14:00～

1,000円1/19・2/2(土)16:30～1,000円1/30・2/6（水）18:30～
1,000円

1/22・1/29(火)17:00～、18:00～

1,000円1/22(火)16:30～、17:30～

1,000円(親子で)2/6(水)12:00～ 1,000円1/30・2/20(水)9:45～1/23・30(水)16：00～、17:00～
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3歳～ 6歳 小学生 年長～

4歳～小学生 小1～ 小学生

3歳～

年中～小学生

生後2ヵ月～ 3歳

年長～小学生

4歳～

小学生 10歳～

0～ 3歳

4歳～小学生 3歳～

小学生～中学生 6歳～

3歳～小学生 4歳～小学生

小1～

年長～小6

小学生以上（小3までは保護者同伴） こどものみ…7歳～、 保護者同伴の場合…4歳～

小2～

小学生
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3歳～ 3歳～

年長～大人5歳～小学生 5歳～

3歳～

2ヶ月～未就園児 2～ 3歳3歳～

第1・3（水）17:00 ～ 19:30
月額3,000円(税別)

子ども書道　水曜日クラス

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。

山本榮茜 暁書法学院講師

第1・3（日）10:30 ～ 12:30
月額3,000円(税別)

子ども書道　日曜日クラス

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。お子様だけでなく、ファミリーで
一緒の教室で学んで頂けます。

木村杲海 暁書法学院常任理事

第1・3（日）13:00 ～ 14:00
月額3,000円(税別)

池坊いけばな for キッズ

日常生活の中でお花に接する機会が増える
ことで優しい心が育ちます。お花の生け方
だけでなく、あいさつなどもしっかりでき
るよう指導します。

高津倫子 華道家元池坊華道講師

第2(木)15:30～16:30①[年中～年長]
　　　 17:00～18:30②[小1～6年]
月額2,000円(税別)

こどもワクワク フラワーアレンジ教室

幼稚園児はアーティシャルフラワーを、小学生はプリザーブドフラワー
を取り入れて、様々な花材を使ってアレンジを楽しみながら美意識・想
像力・選択力・達成感を養っていきます。

日高あゆみ フラワーカンパニーグループ
フラワーマリアージュ大阪本部校卒

第1・3(土)15:00 ～ 17:00
月額4,100円(税別)

こどもアトリエ
こどもの編み物教室

お絵描きや工作を通して、自分で色
や形を考え自分の手で作ることで、
色彩＆造形感覚を身につけます。

藤原拓也 PASS(児童画の国際交流を進める画塾協会)会員
パンリアル

第1・3(木)16:30 ～ 18:00
月額3,600円(税別)

AmmyAmmy ハッピーニット

色とりどりの毛糸を編みながら、自分で作った
ものを身に付ける楽しさや、根気強く取り組む
ことの大切さを学んでいきます。さあ、あなたも
今日から小さなニット作家！

池田ともみ ニット作家

第1・3（月）17:30 ～ 18:30
月額3,000円(税別)

～表現力を磨く～こどもモダンダンス

ジャズダンスを基本に、舞台などで演じられ
るモダンダンスの基礎を教えます。ダンスが
苦手でも大丈夫、表現力を磨きます。目指す
は将来のミュージカルスターだ！

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2･4（土）17:00～18:00
月額3,600円(税別)

HIP HOP DANCE

楽しく体を動かしながら、かっこよくダンス
を踊ろう！優しい先生が丁寧に指導します。
ダンスが初めてでもお任せください。

Yu ダンサー　ダンスインストラクター

月4回(金)[幼児]
16:30～17:20
月額5,000円(税別)

月4回(金)[小学生]
17:40～18:40
月額5,500円(税別)

KID'S DANCE〈JAZZ STYLE〉

ジャズをベースに、明るく楽しくダンスの
レッスン！基本のステップからしっかり教
えます。さあ、元気いっぱい踊ろう♪

YURIKA ダンサー

月3～4回（月）16:30～18:30の間
月額4,200円～(税別)   [1時間程度]

こども硬筆・毛筆

美しい文字が書けるようにお稽古します。
正しい持ち方、姿勢はもちろん、自分で整理
整頓する習慣も身につきます。静かに集中
して書きましょう。

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（土）10:00 ～ 10:30
月額3,000円(税別)

英語で遊ぼう

小さいこどもの耳はとても順応性が高く、英語の発音
に親しむのに最適です。英語で遊びながら脳の発達と
ともに聞き取る能力を育てます。

西岡久実 学友外国語学院専任講師

第1・3（土）10:40 ～ 11:30
月額3,600円(税別)

小学生のための英語

小学生で学ぶ英語も次第に低学年化。学校で英語の授業
が始まる前に慣れさせておきましょう。楽しく学べるよ
う、遊び要素をプラスしてレッスンします。

西岡久実 学友外国語学院専任講師

月4回(土)13:30 ～ 14:30
月額5,000円(税別)

そろばん教室

そろばんで基礎計算力を身に付けて算数への苦手意識
をなくしましょう。頭の中に珠（たま）の動きをイメージ
することで、暗算もできるようになります。

今岡牧子 そろばん講師

第1・2・3（木）17:00～18:00
月額4,500円(税別)

キッズ♡チアダンス

チアを通して基礎運動能力やリズム
感を養い、チアリーダースピリット
を育て、元気で素敵なチアリーダー
を目指します！

高橋梨沙 JOYチアリーダーズクラブ

第2・4(月)17:30～18:30
月額3,000円(税別)

ケイキフラ
～かわいいこどものフラ～

『Keiki』とは、ハワイ語で『こども』のこと。子供たちはハワイ
の音楽に包まれて、優しくおおらかに育っていきます。色鮮や
かなパウスカートを履いて、かわいく踊ってみましょう。 

松本理美 レイミリミリフラスタジオ所属

第1・3（木）16:30 ～ 17:30
月額3,000円(税別)

キッズタップダンス

初心者でも安心。将来のビリーエリオットやアニーを目指
しましょう！歌やダンスに必要なリズム感を養うことで
相乗効果も。オーディションを目指すお子様のご相談にも
応じます。

浦中進一 ダンススタジオバックステージ代表

第2･4(土）10:30～11:20
月額5,000円(税別)

知育教室 ƒƒラボ
息をするように自然体で、気がつけば学んでいる。そんなスペースです。
手で学び、目で学び、耳で学び、そして表現する知育教室です。

ｆｆラボは子どもたちの力と未来を伸ばす幼児教室です。子どもが一番
発達し、吸収力のある時期に、一人ひとりを大切にする少人数制指導を行
っています。ゆくゆく何かをしたいと子どもたちが思ったときに、それに
チャレンジする機会を持てるだけの力をつけることを目指しています。

瓶子しのぶ
知育コーディネーター

エフエフ

第1･3(木)
①16:00～16:45〈幼児・入門〉
②17:00～18:30〈初級・中級〉
月額3,500円(税別)

森信雄七段 こども将棋教室
①幼児・入門 ②初級・中級

元竜王の糸谷哲郎八段や、故村山聖九段ら、11人のプロ棋士を
育てた森信雄七段が直接指導する教室です。初心者から経験者
まで、レベルに応じて指導します。強くなるためには次の一手
が重要です。

森  信雄 日本将棋連盟棋士七段

全3回6,480円(税込)※単発受講可…1回2,700円（税込）
全1回1,296円(税込) ※全3回コースを受講された方は1,080円(税込)教材費／全3回1,620円(税込)※1回540円(税込)

【定員5組】

【定員5組】

10:30～11:301/22㈫・2/12㈫・2/26㈫

ベビー色彩知育教室

ベビー色彩知育入門講座

岩井有佳梨 ベビー色彩知育インストラクター

第2・4（火）17:00～18:30
月額3,400円(税別)

学研科学実験教室

学校では体験できない身近な「なぜ？」「これって不思
議！」という科学を丸ごと体験できる楽しい講座です。
1ヶ月単位でいろんな実験をします。

脳科学を使って色・言葉がけ・音楽で赤ちゃんの脳と心を育みま
す。ママが日常でできることを知って、ママは自然と育児が楽し
く楽になり、赤ちゃんはのびのびと賢くなります。他の知育教室
にはない、「リラックスする」、「教えない」教室です。 脳科学をベースに色・言葉がけ・音楽を使って、

こどもがのびのび賢く幸せに生きるため、0、1、
2歳児期に日常でできることを学べる講座です。

学研科学実験教室専任講師

月3回(金)16:00～20:30の間
月額4,500円(税別)  [1時間程度]

こども書道教室

小さなお子様は硬筆から始め、順を追って
毛筆も学んでいきます。筆使いや姿勢はも
ちろんのこと、礼儀作法や思いやりの心も
身に付く教室です。

今村光保

かきかたから毛筆まで

紫雲書道会師範

第1（水）16：30～18：00
月額1,500円(税別)

こどものための小笠原流礼法

立つ・座る・歩くと云った基本の動作を修練
することによって、正しい姿勢の習得と体の
歪みが矯正されます。体幹を鍛え、きびきび
した所作を身につけます。

深田紀美子

弓馬術礼法小笠原教場三十一世宗家 小笠原清忠監修

小笠原教場門人

第3（土）14:00 ～ 15:00
月額2,000円(税別)

こども茶道（表千家）

お茶のおけいこを通して、あいさつや
マナーを身につける講座です。おいし
いお茶とお菓子も用意していますの
で、気軽に学べます。

山中慎司 表千家茶道講師

第1(木) 10:30 ～ 11:30
月額2,100円(税別)

ちっちゃいいろのね～絵と創作～

えのぐベタベタ、粘土ぐにゅぐにゅ。いろんな素
材を感じてみよう。自由に表現してみよう。それ
が心の根を伸ばし柔らかい感性を育てます。パパ
やママと一緒にアートに触れる教室です。

沖 明日香 画家、アトリエいろのね主宰

月3回（木）15:00～21:00
月額6,900円～(税別) [1回30分]

やさしいこどもピアノ

はじめて楽器にふれる小さなお子様から経
験者のお子様まで、一人一人の年齢やペー
スに合わせてレッスンしますので、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)[1回50分]
13:00～21:00
月額8,000円～ (税別)

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

こどもヴァイオリン

小さなお子様でも持ち運んで弾くことが出来る楽器、
それがヴァイオリンです。練習をすればするほど美し
い音色を出すことが出来、豊かな表力が身に付きます。

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）17:00～18:00
月額4,000円(税別)

こどものウクレレ教室

ウクレレは小さな楽器なのでお子様でもす
ぐに奏でることができます。初めての弦楽
器におススメです。楽譜の読み方もていね
いに指導します。

森田ちひろ ウクレレ講師

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

こどもフルートレッスン

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2･4(木)16:30～17:30
月額4,000円(税別)

こども日本舞踊

曲にあわせて楽しく踊りながら
自然に仕草が身につきます。行儀
作法も学び可愛い大和撫子に！

嵯峨凰祥 嵯峨流初代家元

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

キッズヴォイストレーニング

楽しく基礎を学びながらリズム感や音感を
養います。ピアノのレッスンも希望される
方はご相談ください。

岸本幾美 関西二期会会員

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

こどもチェロ

チェロの深く温かな音色を一緒に
楽しみましょう。基礎からきちんと
ご指導します。

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)

キッズギター教室

憧れのギターを弾いちゃおう！バンドでも
ソロでも活躍できるギターは楽器のエース。
アコースティック・エレキどちらでもOK!

井上耕一 作・編曲家、ギタリスト、ウクレレ奏者

第2・4（日）11:40～12:40
月額3,000円(税別)

小学生のスポーツダーツ

ダーツは健康な体とゆたかな心をはぐくむ
スポーツとして親しまれています。技術ば
かりでなく集中力、心身のバランス感覚が
養えます。

中宅正啓 日本ダーツ協会公認指導員

第1・3(火)16:00 ～ 17:15
月額4,100円(税別)

絵画造形教室 いろのね

絵の具・粘土・日用品や廃材も創作の種！「つくる」
ことを発見しよう。「色」で遊ぼう。「表現」を楽しも
う。心の根をぐんぐん伸ばして！絵や工作を通じ
てこどもの心を強く柔らかく育てる教室です。

沖 明日香 画家、アトリエいろのね主宰

月4回（水）17:00～17:50〈3歳～小学1年〉
　　　　  18:00～19:00〈小学生〉
　　　　  19:00～20:00〈中学生～〉
月額7,200円(税別)

バレエ・アン・ドゥ・トロワ

桧垣メソッドバレエ、それは表現
力、音楽性、踊り心を身につけ、皆
で舞台を創る喜びと達成感です。
日々の努力が自らに自信を持てる
お子さまを育てます。

小野紋弓

桧垣バレエ団プリマバレリーナ小西裕紀子監修 水野弘子
バレエ学園

桧垣バレエ団員

第1・3(土)
13:00～14:00〈3歳～年長〉
14:00～15:00〈小1～6年〉
月額3,500円(税別)

こどものための楽しむバレエ

音楽に合わせのびのび楽しくバレエのレッ
スン！初めてバレエを習うお子様に、踊る
こと・表現することの楽しさを感じて頂く
教室です。

水野永子 水野弘子バレエ学園主宰

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

誰でも
踊れる!

JDAC認定ダンス指導員

月4回（水）18:30～19:45
月額5,200円(税別)

こども空手（糸東流）

糸東流空手道は空手道四大流派の一つです。
健康な精神と肉体を作り、礼節を学び、青少年の健全
な育成及び、自己形成を目的としています。

加藤　康

全日本空手道連盟糸東会拳聖舘舘長
北邨敬治八段監修

拳聖会指導員

月4回(火)
17:00～18:00[初級]
18:00～19:00[中級]
月額5,200円(税別)

こども合気道

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

月4回(火)16:30～17:20
月額5,000円(税別)

ダンススタジオ・ピースクラブ

ついに本格派ダンススタジオ・ピースクラブが松井山手に登場!!
ヒップホップの基礎から応用まで、その指導力に定評あり。
かっこいい振付で楽しく踊ろう♪

China(ちな) ピースクラブインストラクター

第1・3(水)12:00 ～ 13:00
月額3,500円(税別)

ママとベビーのヨガクラス

産後ママの育児は24時間。たった1時間で
も自分のための時間を持つことで、気分は
リフレッシュ！ベビーはマッサージでママ
と触れ合いハッピー♪

西垣裕子 日本ママヨガ協会認定講師

第1・3(水)9:45 ～ 10:45
月額3,000円(税別)

親子で楽しく キッズビクス

ウェーブリングを使ってママと一緒に楽しく運
動しましょう！頭を使いながら体を動かすので、
知育・体育の両面からアプローチできます。

ASAMI フィットネスインストラクター

月3～4回(水）
16:00～17:00〈園児〉
17:00～18:00〈小学生〉
月額4,500円～ (税別)

カワイ体育教室
心とからだのハーモニー。 楽しい運動遊びのレッスン！いろいろ
な種類の運動を偏りなく、マット･とび箱･鉄棒･ボール･なわなど
を使い、多種多様な運動を体験します。幼少年期の運動経験が生涯
の運動生活に影響します。

カワイ体育教室専属専任講師

かけっこ教室

腕の振り方やスタートの姿
勢など、かけっこが速くなる
フォームを身につけて走る
事が楽しくなります。

別府真樹

かけっこが速くなりたい子の為の特別教室

Beeスポーツ代表

【定員12名】

2/10㈰10:30～11:3011日
講座

全1回2,160円(税込) 申込締切 2/7㈭

消しゴムはんこでHappy!バレンタイン

可愛いチョコを買う皆さまも、手作りチョコを
作る皆さまも、プレゼントにちょこっとポンっ
と自分で彫ったはんこを押すだけで、世界にた
ったひとつの特別なプレゼントに！

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

【定員6名】

1/26㈯10:30～12:3011日
講座

全1回2,160円(税込)
1,000円(税込) 申込締切 1/21㈪

バレンタインのアイシングクッキー

クッキーにカラフルなシュガーペーストを
使い、バレンタイン用にデコーレーション。
そのまま渡せるようラッピングをしてお持
ち帰りいただきます。親子での参加OKです。

中芝亜友美 ハンドメイドサロンSweetroom主宰

【定員8名】

2/11 10:00～12:0011日
講座

全1回1,620円(税込)
1,500円（税込/箱代込） 申込締切 2/4㈪

池坊 IKENOBOYS(イケノボーイズ)と
「初春のいけばなレッスン」

TV出演や各メディアで話題の華道男子グループ「IKENOBOYS」の
藤井先生による一日講座。初めての方も、お子さまも、一緒にいけばな
の世界に触れてみませんか。花は花器ごとお持ち帰りいただけます。

【講師プロフィール】現在、池坊短期大学 華道専任講師とし
て京都府を中心に小・中学校、高校、大学において若い世代
にもにいけばなの魅力を伝えるため精力的にワークショッ
プを開催している。また2016年に華道家元池坊が結成した
「IKENOBOYS（イケノボーイズ）」の一員として各メディ
アに出演して池坊華道の普及振興を勤めるほか、全国各地
で「いけばなパフォーマンス」を披露している。

藤井　真 IKENOBOYS／池坊短期大学　専任講師

【定員12名】1/26㈯11:00～12:3011日
講座

1/27㈰11日
講座

全1回 大人2,700円(税込) こども2,160円(税込) 親子ペア3,996円(税込) 1名につき1,200円(税込)

申込締切 1/22㈫

フラワーアレンジメント
親子でおそろいコサージュ＆髪飾り

ママとお子様が華やかな気分になれるお
そろいのコサージュと髪飾り。卒園式や入
学式、お稽古ごとの発表会など春のイベン
トにぴったりです。使用したあとは、フォ
トスタンド風のリース台にしまって思い
出を飾れるアレンジです。

春の彩りアレンジリース
アイアンのリース台
を使用しての壁掛け
タイプのアレンジと
なります。お花やリボ
ンを使用して、素敵に
可愛いくお家に彩り
をそえていただける
ように、楽しく作品を
つくってみましょう。

小林美彩子
NFD1級正会員

【定員8名】2/22㈮ 13:00～14:3011日
講座

全1回1,620円(税込) 3,000円(税込) 申込締切 2/15㈮

ふわふわファーバッグ

SNS映え間違いなしの軽くてふわふわで触り心地の良いファーバッグ
を作ります。今季人気で完売となってしまったルビーエコファーを使用
した限定品です！編み物が苦手な方でも簡単に可愛らしく作れます。
（色はホワイト・ブラック・ブルー・ピンクからお選びください）

天川めぐる アトリエプリンセスベル主宰

【定員8名】

1/21㈪ 13:30～16:3011日
講座

全1回2,160円(税込)
材料費4,000円(税込)
※持ち手(ショルダー )をご希望の方は+500円(税込)

申込締切 1/19㈯

申込締切 各10日前

フラワーアレンジ教室

初めてでも大丈夫！アーティシャルフラワ
ー、プリザーブドフラワー、木の実、リボン等
を使って親子で協力しながらフラワーアレ
ンジを楽しんで頂けます。オマケとしてミニ
ハーバリウムも作成頂けます。

日高あゆみ

はじめの一歩
親子でワクワク

フラワーカンパニーグループ
フラワーマリアージュ大阪本部校卒

【定員10名】

2/1㈮ 10:00～11:0011日
講座

全1回2,160円(税込) 2,160円(税込) 申込締切 1/25㈮

おいしい手前味噌講座
一度手づくりすると市販の味噌は買えなくなる！
と体験した方が全員口を揃えるほどにおいしい手
前味噌。無添加で安心安全、麹が多めのまろやかお
味噌を手づくりします。カビさせないコツや開ける
タイミングなど、手前味噌をつくって25年の講師
がポイントを伝授いたします。

松本希子
フードコンテンツプランナー

【定員10名】1/30㈬・3/14㈭
10:30～12:30

11日
講座

全1回4,860円(税込、材料費込)
申込締切
各2週間前

クリスマスローズ寄せ植えレッスン
大友由美子

童仙房ナーセリーの

ショップ童仙房店長

【定員10名】1/29㈫10:30～13:0011日
講座

全1回2,160円(税込) 7,000円(税込)

申込締切
1/22㈫

Oh! Bento 講座

新生活がはじまる春。お弁当づくりでのお
悩みで多い「詰め方」のレッスンを行いま
す。講師が用意したお弁当用のお惣菜を、持
参されたお弁当箱に詰めていただきます。

松本希子 おべんとうコンシェルジュ

【定員10名】

3/5㈫10:30～12:3011日
講座

全1回3,240円(税込、材料費込)
申込締切 2/19㈫

ミリオンバングル

キラキラストーンをちりばめて上品に輝く手
づくりバングルはいかがですか。ゴールド、シ
ルバーの2種類からお好きな色をお選びくだ
さい。レッスン後はキット購入ができます。

中芝亜友美

高級感あふれる
手作りアクセサリー

ミリオンバングル認定講師

【定員4名】2/9㈯ 14:00～15:00

2/26㈫ 10:30～11:30

11日
講座

全1回2,000円(税込) 11,500円(税込)

アクセサリースタンドドール

リボンとロースペタル（アーティフィシャル
フラワーの花びら）を使用してオリジナルの
アクセサリースタンドを作ります。

真﨑好美 SWS認定講師
リボンドールコーディネーター

【定員5名】
2/11㈪・3/11㈪・
4/8㈪ 15:00～16:30

11日
講座

全1回2,160円(税込) 3,780円(税込)
申込締切 各2日前

キスチェナージュのエクラリボン

大きいリボンと小さいリングの2種類を作
成します。ブレスレットとして使用したり、
ヘアアクセサリーやバッグチャームとして
も使用できます。

中芝亜友美 日本キスチェナージュ協会認定講師

【定員4名】

2/11 12:30～14:3011日
講座

全1回1,620円(税込)
4,000円(税込) 申込締切 2/4㈪ 【定員4名】

全1回1,620円(税込)
4,000円(税込)

申込締切 3/18（㈪

キスチェナージュのエクラタッセル

キラキラしたふさふさが可愛いタッセル
を作りましょう。カバンにつけたり、キー
ホルダーにもピッタリです。

中芝亜友美 日本キスチェナージュ協会認定講師

3/25㈪ 10:30～12:3011日
講座

[全3回]

3/12㈫・3/26㈫10:30～11:30

リトルキッズ〈3～5歳〉
月4回(火)17:30～18:30
月額5,500円(税別)

キッズヒップホップ〈小学生〉

《小2～小6》
《年長・小1》

①10:30～12:30
②13:30～14:45

3,240円(税込)

アナウンサーのおしごとを体験してみよう!

アナウンサーのお仕事を体験します。
ニュース読みや天気予報、レポーターや
ナレーション・司会などアナウンサーに
なりきってみましょう。まずは発声練
習や早口言葉のレッスンから発表まで
を目標とします。

新田尚子 フリーアナウンサー 発声練習／お口の体操／早口言葉／
笑顔／ほめほめワーク
（人のいいところ見つけ）／
ニュース原稿／天気予報／
お料理レシピ／CM

企画：

最後の
発表時は
動画撮影
OK!

プ
ロ
の
お
仕
事
体
験

　
コ
ツ
を
つ
か
ん
で

　
　
　
将
来
の
夢
に

　
　
　
　
つ
な
げ
よ
う 【定員各10名】

申込締切 1/24㈭

facebookページへ約1万4千のいい
ね！を獲得しているお弁当のコミュ
ニティ「Oh!BentoLabo」の主宰者、
おべんとうコンシェルジュの松本希
子がお弁当をおいしく、うつくしく詰
めるアイデアをお伝えします。

とても人気があるお花”クリスマスローズ”の
新しい楽しみ方をご提案します。お花が少な
い季節、凍りつくような寒い冬に満開になるお花、ご自宅の
エントランスが華やかに気持ちも明るくしてくれます。皆さ
んで一緒にクリスマスローズを楽しみましょう。


