
1,000円3/11・4/8㈪ 864円(税込） 1,000円3/13（水） 756円(税込） 1,000円3/21・4/4㈭ 850円(税込） 1,000円3/21・4/4㈭ 850円(税込） 1,000円4/12(金) 2,500円(税込)

1,000円3/18・4/1㈪ 紙代実費 1,000円3/18・4/1㈪ 紙代実費 1,000円
3/17・4/7㈰13:00～・3/20㈬10:30～

300円(税込） 1,000円3/22(金) 1,000円3/17・4/7㈰ 300円(税込)

2,000円3/12(火) 1,000円3/19㈫ 1,000円3/7・3/21（木） 2,000円3/26(火）

1,000円3/19・4/2（火） 1,000円3/16・4/6（土）

1,000円3/19（火）

1,000円3/13・3/27（水） 1,000円3/13・3/27（水） 1,000円3/21・4/4（木）

1,000円3/19㈫19:30～・3/24㈰10:30～ 1,000円3/18（月） 1,000円3/21・4/4（木） 時間はお問い合わせください 1,000円3/6・4/3（水）

1,500円3/28(木) 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

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

3/20㈬・23㈯ 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

3/20㈬・23㈯ 1,000円3/22・4/12（金）

5/9(木) 1,750円3/13･3/27(水) 1,000円3/21・4/4（木） 1,000円3/22・4/12(金) 2,600円3/27（水）

1,000円3/4・18(月) 1,000円3/28（木） 1,000円3/18㈪・3/19㈫ 1,000円3/15(金) 1,000円3/20(水)

1,000円3/18・4/1（月） 1,000円3/21㈭ 11:00～ 1,500円3/11(月) 1,000円3/29(金)

1,500円3/22(金) 1,500円3/20（水） 1,000円3/20(水) 1,500円3/20・4/3(水) 1,000円3/16・4/6(土)

1,650円3/13・3/27(水) 1,000円3/22(金) 1,000円3/22(金) 1,000円3/18・4/1（月） 1,000円3/16・4/6(土)

2,250円
3/18(月)

1,500円3/18(月) 1,000円3/21・4/4(木) 1,000円3/14・3/28（木） 1,000円3/16・4/6(土)

1,000円3/13、3/27(水） 1,000円3/11・3/25(月) 1,000円3/19・4/2(火) 1,000円3/20・4/3（水）

1,000円3/14・3/28（木） 1,000円3/20・4/3（水） 1,000円3/14・3/28(木) 1,000円3/14・3/28(木)

1,000円3/19・4/2（火）

1,500円3/28(木)

1,000円3/17・4/7（日） 1,000円3/15・4/5（金） 1,000円3/21・4/4(木) 1,000円4/5（金）

1,000円3/19（火） 1,000円3/22・4/12㈮ 1,000円3/19（火） 1,000円3/18(月) 1,000円3/11・3/25(月)

1,000円3/25(月) 1,000円3/15(金） 1,000円3/15(金） 1,000円3/13・3/27（水） 1,000円3/19（火）

1,000円3/14・3/28(木) 1,000円3/20・4/3(水) 3,600円3/12(火) 648円(税込) 1,000円3/23(土) 1,000円
3/23(土)

3/9・3/23(土）

1,750円3/21㈭16:00～ 1,000円3/16・4/6(土)

1,000円3/16（土） 1,000円3/16（土） 1,000円　※紙代実費3/18・4/1（月） 1,000円3/22(金)

1,000円3/26(火) 1,296円(税込)
1,000円3/17㈰・3/20㈬ 100円（税込） 1,000円4/3（水） 1,000円3/16（土） 1,000円(税込） 1,000円3/17㈰ 500円(税込）

1,000円4/11(木) ①2,160円(税込)
②2,700円(税込)

1,000円4/11(木)11:30～ 324円(税込) 1,000円3/12(火) 500円(税込) 1,000円3/16･4/6㈯ 500円(税込） 1,000円3/21・4/4㈭ 850円(税込）

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1,000円3/20(水)

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。

藤原文代 戸塚刺しゅう協会師範

第2・4（水）10:30 ～ 12:30
月額5,000円(税別)

初心者のためのかぎ針編み

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。

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。

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

洋服の一部をリサイクルして作ら
れたズパゲッティで、ミニポーチ
からはじめ、大きめバッグが作り
ます。

天川めぐる アトリエプリンセスベル主宰

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。

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

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。

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

筆ペン・ボールペン

筆ペンもボールペンも同時に学べます。
日常に役立つ文字から練習します。

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～

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）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
作りまで指導します。

木村杲海 暁書法学院常任理事

第2(火)10:30 ～ 12:00
全3回9,720円(税込)

インスタ映えするスマホ・カメラ講座

思わずいいね!!したくなる
SNS向きの写真講座。
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

海外旅行の予習！トラベル英会話

第1・3（火）10:00～12:30
　　　　  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。

せっかくの海外旅行、ぜひ現地の人と英語で話して
みませんか。空港やホテル、お店など、シチュエーシ
ョンにあわせて会話を練習しましょう。

水谷和治 日本麻雀道連盟師範福森才知子 英語発音スクールCEPIO認定
インストラクター

第1・3（木）13:00～14:30
全6回16,200円(税込) 初回テキスト代／ 3,000円

教材費／初回100円(税込)

教材・認定証別途 30,000円(税込)

教材費／全4回650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。

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）18:00 ～ 19:30
全6回12,960円（税込）

～自分の生き方発見～開運手相学

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。

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。

第1・3（火）14:45 ～ 15:45
月額4,500円(税別)

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)

カンタン韓国語(入門)

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か
らマスターしましょう。

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(初級)

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。

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。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。

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)

美しい姿勢で美しい話し方

笑顔と姿勢が整うと高級な宝石も
化粧も不要！言葉や話題の選び方
を学び日頃の習慣をほんのちょっ
と変えてみましょう。

新田尚子 フリーアナウンサー

［3/20㈬開講予定］※申込締切:2日前

※入会はお問い合わせください

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 個人レッスン

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で
す。話すことが楽しくなります。

梨木哲登 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。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

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1・3（水）13:30～16:20[1回50分]
第2・4（土）16:00～19:00[1回50分]
月額5,000円(税別)

初心者のためのパソコン・スマホ 個人レッスン

はじめたい方から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操作
方法をお教えします。

野村琢磨 マイクロソフト認定インストラクター
スマートパッドマスター認定講師

第1・3（水）13:30～16:20[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)

パソコンペアレッスン（2人1組）

基本的な操作からご家庭のパソコン
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。

野村琢磨 マイクロソフト認定インストラクター

第1(月)10:30～12:00
全4回10,800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 ～ 14:30
月額4,000円(税別)

はじめてのダーツ

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。技術、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2・4(木) 10:00 ～ 12:00
全6回19,440円(税込)

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！

森井典子 日本予防医学代替医療学院　学院長

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

第1・3（木）10:30 ～ 11:30
月額5,000円(税別)

～身体の基礎からはじめる～
ボイトレグループレッスン

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。

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

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～

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) [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)

ヴァイオリン

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。一人一人のペースに合
わせた個人レッスンです。

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

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。

森田ちひろ ウクレレ講師

第3（木）[1回40分]
時間はお問い合わせください
月額3,750円～(税別)

［入門/グループ］
第3（木）11:00～12:00
月額3,200円(税別)

二胡を楽しもう

身体にラクに、優しい音色を奏でる事
を目指します。グループレッスンでは
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。

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

「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]

フルートレッスン

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

柔らかく澄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

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)。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
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です。

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) 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。

片山真瑛 水野弘子バレエ学園講師

第2･4(水) 10:30～12:00
月額3,300円(税別)

月額 〈入門〉5,100円(税別) 〈初級〉5,600円(税別)
       〈中級〉6,500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。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。

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。

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
いかわからない」、「ダンスのステ
ップができない」という方対象の
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(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

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き、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(木) 19:30 ～ 20:45
月額4,000円(税別)

ベリーダンス

女性の魅力を最大限に引き出す
ベリーダンス。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）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。

サチコ ZUMBAインストラクター
JDAC認定ダンス指導員

第1・3(土) 16:30 ～ 17:30
月額3,100円(税別)

誰でも踊れる！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。

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

はじめて習う方、ブランクの長い
方向け。 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

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

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

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。

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

月4回（木）13:00～14:15
月額6,000円(税別)

社交ダンス 入門／初・中級

《入門》 未経験の方も安心。
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。

月4回（木）14:30～15:45
月額7,000円(税別)

《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。

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。

村野アロヒラニ貴子
フラ　ハーラウ　オ　アロヒラニ主宰

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

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。

遠藤まり フラハラウ　ウェリナ主宰

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2･4(木) 15:00～16:00
月額5,000円(税別)

日本舞踊基礎講座

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。

嵯峨凰祥 嵯峨流初代家元

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）～真狩京都～

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。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。

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

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。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

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！

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（金）18:15～19:15
　　　　  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。

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

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)

1日の疲れを癒す リラックスストレッチ

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)

～ウェーブリングで効果的に～
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。

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）

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)

～座ったままでできる～
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。
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

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)

歪みと痛みにサヨナラ！
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。

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1・3(水) 10:30 ～ 11:30
月額3,600円(税別)

理想の身体にデザイン！
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。

朱莉 一般社団法人ベリーエクササイズ協会認定講師

第2(火)10:30 ～ 12:00　月額3,300円(税別)

漢方の力で私を変える
今日から始める季節の薬膳美養生

漢方の考えに基づく薬膳料理は、
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
せる知識をお伝えします！

高見節佳 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) 15:00 ～ 16:30
月額5,000円(税別)

卓球教室

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！

田中栄一・他 卓球上級指導員 田中栄一・他 卓球上級指導員

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)

キッズ卓球教室

オリンピックで注目が集まる卓球。
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。

第2･4(土）10:30 ～ 11:20
月額5,000円(税別)

瓶子しのぶ 知育コーディネーター

第2・4（火）
10:30～11:30
月額4,000円(税別)【4/9㈫開講予定】

ベビー色彩知育教室

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。
「リラックスする」、
「教えない」教室です。

岩井有佳梨 ベビー色彩知育
インストラクター 岩井有佳梨 ベビー色彩知育インストラクター

ベビー色彩知育入門講座

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～ 2歳児期に日常
でできることを学べる講座です。

森信雄七段 こども将棋教室

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。

森 信雄 日本将棋連盟
棋士七段

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。

今岡牧子 そろばん講師

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。

西岡久実 学友外国語学院専任講師

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。

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

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 ～かきかたから毛筆まで～

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。
礼儀作法や思いやりの心も身に付
く教室です。

今村光保 紫雲書道会師範

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。

学研科学実験教室専任講師

子ども書道

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。
日曜日はファミリーでの受講可。

第1（水）16：30～ 18：00
月額1,500円(税別)

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。

深田紀美子 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。

山中慎司 表千家茶道講師

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。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)
①15:30～16:30[年中～年長]
②17:00～18:30[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

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(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。

沖 明日香 画家、アトリエいろのね主宰 沖 明日香 画家、アトリエいろのね主宰

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！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。

第1・3(土) 15:00 ～ 17:00
月額4,100円(税別)

こどもアトリエ

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)

こどもの編み物教室
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びます。

池田ともみ ニット作家

・日曜日クラス
・水曜日クラス

第1・3（日）13:00～15:00
第1・3（水）10:30～12:30
月額4,000円(税別)

木村杲海 暁書法学院
常任理事 山本榮茜 暁書法学院

講師

[全3回] [全6回] [全6回]

[全3回]

[全4回]

[全6回]

20歳～

4歳～

小1～

6歳～

小1～

中学生～

小2～3歳～

中学生～

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

年長～大人

18歳～

知育教室 ƒƒラボ
エフエフ

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。

【定員5組】 【定員5組】

全1回1,296円(税込)

3/12㈫・3/26㈫
10:30～11:30

①幼児・入門
②初級・中級

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)

・日曜日クラス
・水曜日クラス

第1・3（日）10:30～12:30
第1・3（水）17:00～19:30　月額3,000円(税別)

木村杲海 暁書法学院
常任理事 山本榮茜 暁書法学院

講師
こどものための小笠原流礼法
弓馬術礼法小笠原教場三十一世宗家 小笠原清忠監修

5歳～

年長～

年中～小学生

生後2ヵ月～ 3歳 生後2ヵ月～ 3歳3歳～

4歳～

5歳～小学生小学生

小学生10歳～

小学生
4歳～中学生

3歳～ 6歳

年長～小学生

小学校高学年～

年中～ 12歳幼児～小学生

0～ 3歳年中～小6


