
吉方位とは恵方ともいい、九星気学の生まれ
日から個人の吉方位を割り出します。最大吉
方位や吉日の見方、吉方位の意味を知り、今
後の活動に活かしていただけます。引越し、
転職、商売繁盛など暦の見方を知るとチャン
スが舞込んできますよ。

生活文化

3/6・20(月) 2,050円 1,000円(税込)

第1・3(月)10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

戸塚刺しゅう

一針一針積み重ねて、あなたの手の中の
小宇宙を楽しみながら、日常を華やかに
過ごしましょう。

岡本朋子 戸塚刺しゅう協会師範

3/27(月) 1,500円 540円(税込)

第4（月）10:30 ～ 12:30
月額2,100円(税別)

パッチワークと手芸

パッチワーク、刺しゅう、編み物や
カルトナージュなど、少しづつ色々
な手芸を楽しんでみませんか。

井上ゆかこ （公財）日本手芸普及協会
パッチワーク指導員

趣味教養

こども

3/1・8・15(水) 2,150円

月3～ 4回(水)
【初級】19:00 ～ 20:00
【中級】20:00 ～ 21:00
月額6,450円～ (税別)

マイケル先生の英会話 

英語で聞いたり話したりします。
ＬＩＳＴＥＮＩＮＧ ＡＮＤ ＳＰＥＡＫＩＮＧ。お楽しみ下さい。

Michael Lindner 英語教師

3/7・21(火) 2,000円

第1・3(火)13:00 ～ 14:30
月額4,500円(税別)

作品にする文章教室

ご自分に合った表現を見つけましょ
う。お一人お一人に作品完成までの
処方箋をおつくりします。

甘里君香 作家
日本エッセイストクラブ会員

3/10・17・24(金) 2,150円

月3～ 4回（金）
18:30 ～ 19:30
月額6,450円～ (税別)

大人の英会話

初級、中学英語から英検２級程度
のレベルのグループレッスンです。

伊豆田弘子 英語講師

3/13・27(月) 1,500円

第2・4（月）18：30～ 19：45
月額4,500円(税別)

～ABCから始める～大人の英会話

英会話の基礎の基礎から学んで頂
きます。対話文等を通して様々な
表現を身につけましょう。

ＳＡＲＡＨ

3/3・17(金) 3/11・25(土)時間はお問合せください 3,050円

第1・3(金)［1回40分］
17:00 ～ 21:00の間
第2・4（土）［1回40分］
17:00 ～ 18:25の間
月額6,100円(税別)

第1・3(金)（初級①）
第2・4(土)（初級②）
19:30 ～ 21:00
月額4,100円(税別)

韓国語（個人レッスン） ／楽しく韓国語

学習法は基本的に自由ですが、向上にはコツがあります。楽しく韓国
語をやってみませんか！

秋山公平 コリア語講師

3/15・29(水) 3/3・17(金) 1,500円

第1・3(水)
第1･3(金)

ハングル

楽しく韓国語を学んでいきましょう。ハングルが読めると
世界が広がります。

辛 昌美 韓国語講師

3/9・23(木) 2,050円

第2・4(木)13:30 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

心に響く 朗読教室

朗読を通じてご自分を表現してみま
せんか？発声練習・童話・エッセイ・詩
の朗読・・・。そして、もう一人の貴方を
発見！お待ちしています。

藤谷昭子 他
元民放アナウンサー

藤谷昭子 他
元民放アナウンサー元民放アナウンサー

3/11・25(土) 3,050円

第2･4(土)19:00 ～ 21:00
月額6,100円(税別)

話し方教室

人前ですぐ上がってしまう方！お気軽におこし
下さい。発声練習・朝礼・自己紹介・電話の応
対etc・・・。苦手なところをチェックしてもうす
っかり堂々と話が出来る人に！ご希望により電
話応対技能資格取得も致します。

元 KBSアナウンサー
もしもし検定指導者

3/14・28(火) 2,050円

第2・４（火)10:30 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

入門囲碁教室

囲碁を楽しく、始めてみませんか？
囲碁は奥が深くて、長く楽しめるゲ
ームです。

山口哲洋 日本棋院京都府師範

(金)日時はお問合せください

月4回(金)
10:00 ～ 12:00の間〔1回60分〕
月額10,200円(税別)

パソコン(プライベートレッスン)

それぞれのレベル・目的に合わせて
パソコンのプロがマンツーマンで指
導致します。

板山幸治 パソコンスクールアイパッソ代表

3/1・4/5(水) 2,550円

第1(水)10:00 ～ 12:00
第4(水) 撮影実習
月額5,100円(税別)

デジタル写真教室

デジタルカメラを使って季節の
移り変わりを感じながら楽しく
写真撮影をして行きます。

村上文彦 日本写真家協会(JPS)
京都写真家協会(KPS)

ベビーヨガ

ママと一緒にヨガのポーズを行うこと
で、赤ちゃんの心身の発達を促します。
又、赤ちゃんの免疫力を高め、お腹の調
子を整える効果もあります。ママには
シェイプアップ効果が期待できます♪
パパもＯＫです！

上村香織 ベビーセラピスト協会認定
ベビーヨガインストラクター

3/5・19(日） 1,000円

第1・3（日）9:40 ～ 10:35
月額3,100円(税別)

こどものハワイアンフラ

手を取り丁寧に指導いたします。音楽に合
わせながらの楽しいレッスンで子供なりの
達成感が得られるでしょう。

小西京美

3/4・18(土) 1,000円

第1・3（土）10:00 ～ 11:00
月額3,100円(税別)

チャンバラ教室[こどもクラス]

ＴＶや映画でおなじみのチャンバラを誰でも
楽しく簡単に安全に。現役俳優が優しく指導
します。スター気分で楽しみましょう。

浅井 誠 俳優

3/8・22(水) 1,000円 コピー代

こども文章教室

小学生のうちに文章を書くコツを知ってお
くと小論文や受験でとても役立ちます。書く
ことが得意になる文章教室。

甘里君香 作家　日本エッセイストクラブ会員

3/10・24(金) 1,000円

第2･4(金)16：45～ 17：45
月額4,100円(税別)

こども囲碁教室

集中力が身に付く囲碁を始めてみま
せんか？最近は、多くの学校でも授業
に取り入れられていますよ。

山口哲洋 日本棋院京都府師範 ハーラフフラオ　マカロコマイカイ　主宰

3/11・18(土) 1,000円

月3～ 4回(土)13:30 ～ 14:30
月額6,000円～ (税別)

キッズフープダンス＆体操教室

フープダンスのテクニックと振付を練習し
ます。また、リズムやコアトレーニングなどに
より総合的な運動能力向上を目指します。

多田裕子 日本フープダンス協会認定
キッズフープダンスインストラクター

3/20(月)時間はお問合せください 2,000円

第3(月)
10:30 ～ 12:30の間[1回40分]
月額3,100円(税別)

持ち方クリニック【個人】

初心者歓迎！筆記用具持ち方補助具
’ぱんにゃ E！’を使って正しい持ち方
をマスターしましょう！姿勢も改善

奥村章華

3/6・20(月) ①2,050円②1,550円

第1・3（月）
①17:30 ～ 19:00
　月額4,100円(税別)

②19:00 ～ 21:00
　(この間の50分)
　月額3,100円(税別)

①月曜書道／②ペン字美心（びじん）

筆の持ち方、細かい基礎から個性を伸ばす指導を
心がけ実用的な書を持ち方補助具'ぱんにゃＥ！'を
使って美文字へ！実用的なペン字のみのレッスンも
あります。

奥村章華

3/17(金) 3,000円

第3（金）13:30 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

ココロに優しい書道教室大人の実用balance書道

筆ペンまたは小筆を使用して日常に役立つ文字の練習をしま
す。 文字balance(バランス)・配置の取り方ポイントを伝授し
ますので普段書かれている硬筆文字にも応用
できます。
気軽に楽しく書道を始めましょう。

桂風 セラピー書道家・筆跡アドバイザー読売書法会会友
謙慎書道会評議員

読売書法会会友
謙慎書道会評議員

3/2・16(木) 2,550円

第1・3(木)10:30 ～ 12:00
月額5,100円(税別)

かな書道と実用書〔ペン字〕

初心者、中習者を問わず楽しい手
紙や日常書道、年賀状等すぐに間
に合う書をはじめ、趣味の色紙・
短冊とペン字も学べる講座です。

小笹伸子 読売書法評議員

3/8・22(水) 2,050円 100円(税込）

第2・4(水)13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

書道・漢字・硬筆教室

毛筆の基礎から学び、創作活動及び資格
取得まで、楽しく丁寧に指導致します。

堂本東邨 泰書会師範9段
日本書法院準8段

3/9・23(木) 2,050円

第2・4(木)10:00 ～ 12:00
月額4,100円(税別)

池坊 いけばな

なごやかな雰囲気の中、お花を楽しみなが
らお稽古をしています。お稽古の後はティ
ータイムでくつろいで頂きます。

安東道代 池坊華道会湖西支部引き立て教授

3/13・27(月) 1,800円 花材費1,080円(税込) 花材費1,500円(税込)

第2・4(月)13:00 ～ 15:00
月額3,600円(税別)

暮らしにお花をいけばな草月流

いつでも、どこでも、だれにでも生
けられる草月流。もう一度お花を
やってみたい方や気軽に始めたい
方向けの自由花クラスです。

音羽富士桜 草月流師範

3/3・17(金) 2,050円 花材費1,500円(税込)

第1・3(金)12:30 ～ 13:30
月額4,100円(税別)

いけばな御幸遠州流

生のお花を手にして脳の活性化
をしましょう！忙しい毎日、時には
美しい花と向き合い心を健やかに
しましょう！

髙山道月 御幸遠州流賢心会会頭教授

3/7・21(火) 1,800円 花材費1,080円(税込)

第1・3(火)19:00 ～ 21:00
月額3,600円(税別)

～お勤め帰りの～いけばな草月流

「いつでも、どこでも、だれでも」生けら
れるのが草月の花。あらゆる空間を植
物で彩り自分を表現してみましょう。

音羽富士桜 草月流師範

3/15・29(水) 2,050円 花材費1,620円(税込)

第1・3(水)
13:00 ～ 15:00
月額4,100円(税別)

第1または第3(水)
13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

癒しのフラワーアレンジメント・プリザーブドフラワー

初心者の方から資格希望の方までやさしく指
導いたします。おしゃれなインドアガーデニン
グも楽しいですよ。

磯部千恵子 日本フラワーデザイナー協会講師
プリザーブドフラワー・インドアガーデニング　インストラクター

美容・健康・癒し

ダンス・舞踊・武道

3/14・28(火) 2,000円

第2・4(火)10:00 ～ 11:00
月額5,000円(税別)

フープエクササイズ＆ボディメイク
HOOP BOON

フラフープを様々な方法で回すことによ
り、お腹周りや体幹を刺激し、骨盤矯正の
効果もあります。
【フープ1回転=1腹筋】

多田裕子 日本フープダンス協会認定
HOOPBOONインストラクター

3/2・16(木) 1,550円

第1・3(木)10:15 ～ 11:45
月額3,100円(税別)

ゆったりヨガ

体の中に意識を向け、ゆったりとして呼
吸にあわせて体を動かし、心身共にリラ
ックスへと導きます。

辻 了美 監修
担当トレーナー 郷田恵子 パドマヨーガ　トレーナー

3/19・26(日) 1,650円

月3回(日)14:30 ～ 15:30
月額4,950円(税別)

はじめての ピラティス

簡単な運動でインナーマッスルを鍛え
美しいボディラインを作ります。みんな
でアンチエイジングを目指しましょう！

JUNKO FTPベーシックマットピラティス
インストラクター

3/7・21・28(火) 1,650円

月3～ 4回(火)11:30 ～ 12:45
月額4,950円～ (税別)

ビューティーピラティス

引き締まったしなやかボディに、ビュー
ティーピラティス！ピラティスはどなたで
もいつでもでき骨格を整えるのにとて
も効果的な全身運動です。

杉浦能理子

3/7・21(火) 1,550円

第1・3(火）10:00 ～ 11:15
月額3,100円(税別)

アンチエイジング ヨガ

年齢とともに内側から崩れてくる体の軸を整え、全身年齢マイナ
ス５歳を目指します。わかりやすく、自宅でもセルフでできるヨガ
やリンパマッサージもお伝えしていきます。
継続がアンチエイジングにつながります。

Masumi RYT２００認定yogaインストラクター
セルフリフティングインストラクター

3/10・24(金) 1,500円

第2・4(金)13:30 ～ 15:00
月額3,000円(税別)

ウエルネスダーツで生涯現役！

ウエルネスダーツは、60歳からでも安全に始め
られるスポーツです。健康・脳の活性化・コミュニ
ケーションなどの要素がゲームを楽しみながら
体感でき、体に無理なく続けることができます。

片山 達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

3/6・20(月) 1,875円

第1・3(月)10:00 ～ 11:30
月額3,750円(税別)

簡単ヨガ［基本のハタヨガ］

運動が苦手な方、ヨガが初めての
方でも大丈夫。やさしい運動と深
呼吸で体を整えます。

吉田佳代 IYC京都ヨガ講師

3/7・14・21(火) 1,425円

月3回(火)13:00 ～ 14:15
月額4,275円(税別)

アンチエイジングのためのパドマヨーガ

体をゆっくり動かしながら呼吸と心身
のバランスを整え代謝を上げることで
若返りも期待できます。

辻 了美 監修
担当トレーナー 櫻井佳名子 パドマヨーガ　トレーナー

3/12・26(日) 1,550円

第2・4(日)10:00 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

心と体のバランスヨガ

深い呼吸とともにヨガのポーズで筋肉の
柔軟性を高めましょう。無理のない動きで
心と体を整えていきます。

辻 了美　監修
担当トレーナー 片岡展子 パドマヨーガ　トレーナー

3/8・15・22(水) 1,550円

月3～ 4回(水)
11:10 ～ 12:00
月額4,650円～ (税別)

バランスダイエットコース

いつまでも若々しく、美しく、男性はた
くましく。左右 前後 身体のバランスを
整え理想のボディを目指すコースです。

3/8・15・22(水) 1,550円

月3～ 4回(水)
10:10 ～ 11:00
月額4,650円～ (税別)

痛み改善 脳トレ体操

身体を動かしながら少し頭を使うと
効果が高い脳トレになります。腰痛・
膝痛・肩痛を改善して若返りましょう。

濱口美由紀 ㈱ファイブＭインストラクター 濱口美由紀 ㈱ファイブＭインストラクター

体験日はお問合せください。 高校生以上3,050円
中学生以下1,000円

第2・4(火)19:30 ～ 20:30
月額6,100円(税別)

美姿勢と歩き方レッスン

正しい歩き方と姿勢を学ぶことで身体の内面から
美しくなることを目的としたウォーキングレッスン
です。日々の生活にちょっとした意識をプラス。その
意識があなたのライフスタイルをポジティブなもの
へと嬉しい変化を遂げるようにレッスン致します。

YURI ウォーキング講師

3/10・17・31(金) 1,050円

月4回(金)10:00 ～ 11:30
月額4,200円(税別)

太極拳～24式・その他～

体の気の流れを良くし、免疫力を
高めます。スポーツできないとあ
きらめている方、更年期の方にも。

青柳幸子 日本武術連盟公認指導員

3/11・25(土) 2,550円

第2・4（土）11:15 ～ 12:45
月額5,100円(税別)

☆楽しく護身術レッスン

合気、空手、柔術の総合護身術レッスンを
しませんか。初心・経験・男女を問わず、
まずは体験から。

山口豊博 カラダレッスン　studio8主宰

3/13・27(月) 2,500円

第2･4(月)13:00 ～ 14:30
月額5,000円(税別)

バランス合気道

和の武道、合気道を通して正しい
姿勢とバランスを身に付けてみま
せんか。身体の内面の変化を感じ
てみてください。

片岡あおい・仲栄真里香 養神館無限塾合気道

3/6・20(月) 1,550円

第1･3(月)13：00～ 14：00
月額3,100円(税別)

体幹トレーニング

｢体幹とは」体の胴体やお腹周り
の筋肉群のこと。体幹トレーニン
グを通じて身体のことを深く知る
ことができます。

岡野祐太 smilink代表
パーソナルトレーナー

3/13・27(月) 1,550円

第2･4(月)10:30 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

活きいきセルフリンパ体操

体操をしながら自身でリンパを流し、身体全体
の代謝を上げて老廃物のデトックスを促しま
す。スッキリ活き生きした身体作りを目標に、バ
ランスの良い筋力を維持して、お腹周り、脚の
サイズダウンを目指します。

澤 優子 足圧深層リンパセラピー協会
認定講師

3/7・21(火) 2,000円

第1･3(火)19:45 ～ 20:45
月額4,000円(税別)

ほぐし&ゆがみ改善ストレッチ

アロマの香りの中、腹式呼吸で心身の調和をとり スト
レッチでカラダをほぐし、回復力を高めるとともにカラ
ダのゆがみを改善しながら体幹を鍛えます。
初めての方でもチャレンジしやすいエクササイズです。

ユカ カラダの巡りを整えるセラピスト

3/26(日) 2,200円

第2・4(日)13:00 ～ 14:00
月額4,400円(税別)

フラメンコ【入門】

フラメンコのリズムで楽しく、しなやかで
柔軟な身体づくりを！初心者を対象にし
たクラスです。

池原和代

3/9・23(木) ①2,050円②2,400円

第2･4(木)
①10:30 ～ 11:30月額4,100円(税別)
②11:30 ～ 12:30月額4,800円(税別)

①やさしいチェアタップ／②リズムタップダンス

座って行う負担が少ないチェアタップ。基礎ステップ
を中心にタップ初心者の方が気軽に始められます。
踊りであり、音楽であるタップダンス♪基礎から振
付までマイペースで楽しく健康的に学びましょう！

TAMBO

3/2・9・30(木) 2,000円

(木)13:30 ～ 14:30
月額8,000円(税別)

ベリーダンス

全ての女性が持っている美しさを最大
限に引き出せるベリーダンス。 内面外
見、共に美しくなりましょう♡

町田玲伊 Rose Bellydance 主宰

3/5・19(日) 2,050円

第1・3(日)10:40 ～ 12:10
月額4,100円(税別)

ハワイアンフラ

経験、未経験問わず丁寧に指導致しま
す。誰もが楽しく踊れることの喜びを感
じられるよう進めて行きます。

小西京美 ハーラフフラオ　マカロコマイカイ　主宰

3/5・19(日) 高校生以上2,050円
中学生1,000円

第1・3(日)12:15 ～ 13:45
月額4,100円(税別)

ハワイアンフラ ヤング

中学生から始められるクラスです。楽器
なども使いながら楽しく、美しいフラを
学んでいきます。

小西京美 ハーラフフラオ　マカロコマイカイ　主宰

3/5・12・19(日) 2,050円

月3回（日）16:30 ～ 18:00
月額6,150円(税別)

ハワイアンフラ・オルオル

oluolu（オルオル）とは、ハワイ語で ゆったり柔
らかいという意味があります。最初30分程はス
トレッチをしっかりと。その後は、ハワイの楽器
イプヘケ（太鼓）を取り入れてレッスンします。

3/1・8・15(水) 1,750円

月3回（水）12:30 ～ 13:30
月額5,250円(税別)

アフタヌーン・フラ

15分程ストレッチをし、ハワイの楽器（イ
プヘケ）を使って基礎からレッスンしま
す。初心者の方も無理なく楽しめるクラ
スです。

Yumi Leilani ハワイアンフラ
インストラクター Yumi Leilani ハワイアンフラ

インストラクター

3/27(月) 高校生以上1,550円
中学生1,000円

高校生以上2,550円
中学生1,000円

月4回(月)19:00 ～ 20:30
月額6,200円(税別)

D'S DANCE オトナ組-JAZZ時々HIPHOP-

ダンスの基礎力をしっかり高めながら幅広
い選曲と振付で、クールで楽しいレッスンを
展開しています。

DYNA ストリームライントップダンサー

3/16・23・30(木) 1,690円

月3～ 4回(木)
19:00 ～ 20:15
月額5,070円～ (税別)

円心空手

目的は健康のため、護身、試合など色々
ですが、老若男女だれにでも出来る円
心空手。心と体を強くします。

矢頭裕二 国際空手道円心会館滋賀支部支部長
円心会館世界大会「ワールド・サバキチャレンジ2001」軽量級チャンピオン

3/4・18(土)

第1･3(土)
11:00 ～ 12:30
月額5,100円(税別)

チャンバラ教室

ＴＶや映画でおなじみのチャンバラを誰で
も楽しく簡単に安全に。現役俳優が優しく
指導します。スター気分で楽しみましょう。

浅井 誠 俳優

3/10・24(金) 1,500円 620円(税込) ～

第2･4(金)10:00 ～ 12:00
月額4,400円(税別)

素敵なニット教室

機械編・手編み・かぎ針編・手芸。
経験のある方から初心者の方ま
で素敵な作品が仕上がるよう丁
寧に指導いたします。

加藤佳代子 公益財団法人　日本手芸普及協会准師範

4/1(土) 1,500円 1,080円(税込)

第1(土)13:00 ～ 15:00
月額2,100円(税別)

アイシングクッキー

人気上昇中のアイシングクッキ
ーを毎月テーマを変えて作りま
す。プレゼントなどにとても喜ば
れますよ。

小西由美子 日本サロネーゼ協会(JSA)
アイシングクッキーマスター講師

3/4・11・18・25(土) 高校生以上1,550円
中学生以下1,000円

月4回(土)
18:00 ～ 19:15(初級)
19:15 ～ 20:45(中級)
月額5,200円(税別)

バトントワーリング

音楽にのって、バトンを回すことで
心も身体も元気になります。

加納靖子 ヤスコバトンスクール主宰

3/12・26(日) ①高校生以上1,550円中学生以下1,000円
②高校生以上2,050円中学生以下1,000円

第2・4(日)
①19:00 ～ 19：45 月額3,100円(税別)
①20:00 ～ 21：00 月額4,100円(税別)

アイドルダンス
①～Ｊ-ＰＯＰで踊ろう!～
②～Ｋ-ＰＯＰで踊ろう！～

あこがれのアイドルAKB48等のダンスやK-POP
の曲に合わせて踊りましょう♪キラキラの笑顔で
楽しくステップをふめば、みんながアイドルです。

SAYUKI ダンサー

3/4・11・18・25(土) 1,000円　

クラシックバレエ

楽しみながら、音感とリズム感を身に付け、 
正しいバレエの基礎レッスンをいたします。

大西清子 大西清子バレエ教室

3/3・10・17(金) 1,000円

月3～ 4回（金）
【3歳～年長】16:00 ～ 17:00
【小学生】17:00 ～ 18:00
月額4,650円～ (税別)

月3～ 4回（金）
【幼　児】15:45 ～ 16:25 月額4,650円～ (税別)
【低学年】16:30 ～ 17:20 月額5,550円～ (税別)
【高学年】17:30 ～ 18:20 月額6,450円～ (税別)

月3～ 4回(水)時間はお問合せください 月額7,050円～ (税別)

月3～ 4回(木)
【4歳～】16:00 ～ 17:15
【小学生】17:30 ～ 18:45
【12歳～】19:00 ～ 20:15
月額4,650円～ (税別)

キッズチアダンス

チアを通して、身体能力・協調性・集中
力・リズム感を学びましょう。発育期の
ダンス学習は創造力向上に有効です。 

川井千枝 チアダンスインストラクター

3/7・14(火) 1,000円

月3～ 4回(火)
17:00 ～ 19:00 
月額5,070円～ (税別)

子供クラシックバレエ（春日バレエ研究所）

可愛いレオタードを身につけ手足
を伸ばす子供たち。楽しく元気良く
レッスンしてみませんか。

戸田知里 春日バレエ研究所助教師

3/16・23・30(木) 1,000円

こどもの為の実践空手

楽しく厳しい稽古で自然と礼節も身につく空手です。また、心
身共に強くなるよう丁寧に指導していきます。

矢頭裕二 国際空手道円心会館滋賀支部支部長

3/11・25(土) 1,000円

第2・4（土）10:00 ～ 11:00
月額3,100円(税別)

こども護身術

お子さんの健康、成長のために護身術を始め
ませんか? 楽しく明るく元気よくレッスンし
ます！！

山口豊博 カラダレッスン　studio8主宰

3/27(月) 1,000円

月4回(月)18:00 ～ 19:00
月額6,200円(税別)

D'S DANCE コドモ組-JAZZ&HIPHOP-

コドモのダンスは楽しくなくっちゃ！
基礎をしっかり学びながら多彩な音楽
で、あなたもキラキラダンサーに！

DYNA ストリームライントップダンサー

3/10・17・24・31(金) 1,000円

月3～ 4回（金）19:00 ～ 20:00
月額4,650円～ (税別)

基礎からのジャズダンス

初めての方でも大丈夫!ジャズダンスを基本
にHIPHOPなどのリズム系ダンスも取り入
れ曲にのって楽しく踊りましょう！

坂口晋作 元東京ディズニーランド・東宝ミュージカルダンサー
スタジオループ講師

3/8・22・29(水) 高校生1,300円
中学生以下1,000円

月4回(水)19:30 ～ 20:30
月額5,200円(税別)

N's Hop Beat

初心者からでも大丈夫！！みんなで楽
しくかっこよくHIP HOPを踊りま
しょう。

NAGI

3/13・27(月) 1,000円

第2･4(月)16:00 ～ 17:30
月額4,100円(税別)

山科造形教室
～こども造形絵画教室おえかきひろば～

一人一人の個性を大切に。絵を描く
こと、物作りの楽しさを体験するこ
とで創造力・表現力を伸ばします。

藤兼和子 おえかきひろば講師

3/1・15(水) 1,500円 1,080円(税込)

第1・3(水)16:30 ～ 18:30
月額5,100円(税別)

素直な表現を楽しもう！
こども臨床美術教室

さまざまな画材を使って絵や立体を作ります。モ
チーフとなる素材をしっかりと観察することで脳
活性を促し、自己表現できる力を育てます。

疋田ゆかり 臨床美術士　介護福祉士

3/7・14・21(火) 1,000円

第1・2・3（火）16：30～ 18：30
月額4,200円(税別)

こどものための書道教室【硬筆・毛筆】

大人になっても困らないよう、基礎を身に
つけながら美しい字に目をむけさせるよ
う指導致します。

早川髙雲 明和書道代表
文化教育書道連盟関西支局長

3/11・25(土) 1,000円

第2・4（土）10：00～ 11：00
月額3,100円(税別)

こども書道

書道は美しい文字と共に集中力
も育ちます。毎年教範・師範取得
者が出る程本格的に書道を基礎
から学べます。

小嶋朱月　他
かおるスタデイ師範講師

小嶋朱月　書団薫会会長　書団三耀社師範
京都市後援　京都・名古屋書道展主催・実行委員長

3/6・20(月) 1,000円

①楽しいこども書き方教室
②楽しい月曜書道

硬筆の持ち方、筆順の基本から学びましょう。 色
鉛筆も使って楽しく学び、のびのび集中力をつ
けます。毛筆では丁寧に書くことをこころがけて
基礎を学びます。

奥村章華

3/4・18(土)時間はお問合せください 高校生1,500円
中学生以下1,000円

第1・3（土）17:30 ～ 21:00［1回30分］
月額5,500円(税別)

楽しくうたおう♪キッズボーカル

姿勢・呼吸法・発声法など基礎から指導いた
します。個人レッスンで楽しくわかりやすくお
子様の個々の可能性を最大限に引き出すレッ
スンをしていきます。

郷 千里 ボイスインストラクター

月3～ 4回（金）
1７：00～ 21:00[1回30分]
月額7,800円～ (税別)

第1・3(日)
10:00 ～ 18:00[1回50分]
月額7,600円～ (税別)

①ヴァイオリン教室／②日曜フルート

お子さまから大人の方まで、レベルと
ご希望に合わせた個人レッスンです。

JEUGIＡ講師

3/4・18(土) 1,000円
1,296円(税込)

3/8・15・22(水) 1,000円

第1・3(土)
10:00 ～ 11:30
月額3,400円(税別)

月3～ 4回(水)
【年少～小1】15:40 ～ 16:30
【年長～小4】16:40 ～ 17:30
【小学生】　 17:40 ～ 18:30
月額4,650円～ (税別)

子どもたちの知的好奇心を大切に
しながら、実験を通して自ら答えを
導き出す力を育みます。

学研科学実験専任講師

3/16・23・30(木)3/4・18(土) 1,000円

月4回(木)
17:30 ～ 18:10
月額5,200円(税別)

第1･3(土)
10：00～ 10：40
月額2,700円(税別)

楽しいそろばん教室

数字に興味を持ったその時からソロバン！！ 集中
力や頭の回転力を養い、テキストで能力アップ。 
一人一人を指導致します。
※商工会議所検定試験資格取得可

田中京子 日本商工会議所珠算(総合)初段

こどもLaraミュージカル
専任講師　　　　　　　　

木下めぐみ

3/10・17・24(金)
1,000円

KIDS英語 学研

英検対策講座

身近な物の名前やいつも話している会話などからアルファベットの文字や言葉に親し
んでいきます。（児童英検各グレード対応）グループ・個人レッスンに対応しています。

英検5～ 2級の対応講座コースもあります。

伊豆田弘子 英語講師

3/27(月)
1,000円

3/29(水)
1,000円

3/31(金)
1,000円曜日時間はお問合せください 高校生以上1,500円

中学生以下1,000円

月3～4回
(月)（火)(水)(木)(土)
時間はお問合わせください
月額7,800円～ (税別)

月2回
（火)(水)(木)(土)(日)
時間はお問合わせください
月額5,200円～ (税別)

ピアノ教室【3ヶ月10回】・【3ヶ月6回】

お子さまから大人まで、レベルに合わせて丁寧に指導致します。

太田直子　白井淳子　澤 朱里　石原圭美
松田玲奈　小幡利子　上田かおり　藤井友美花

ちびっこ体操教室

逆上がりをマスターしよう！

今だけお得な体操トライアルレッスン

3/4・18(土) 1,000円

第1・3(土)
【小1～小3】18:50 ～ 19:50
【小4～小6】19:50 ～ 20:50
月額3,000円(税別)

第2・4(水)
【小1～小3】16:30 ～ 17:30
【小4～中3】17:30 ～ 18:30
月額4,500円(税別)

月3～ 4回(土)
【3歳～年長】15:00 ～ 16:00月額4,230円～ (税別)
【小学生～】16:00 ～ 17:00月額5,070円～ (税別)
【トゥクラス】16:00 ～ 17:30月額6,150円～ (税別)

～簡単・安全！楽しく脳トレ～ウエルネスダーツ

ウエルネスダーツは、通常ダーツとは違い小学生の学習スポーツとし
て開発された安全性の高いスポーツです。指先を使って投げる運動に
加えて計算力・集中力・判断力も身に付き、楽しみながら上達できます。

片山 達 日本ウエルネスダーツ協会認定指導員

3/7・14・21(火) 1,000円

第1・2・3(火)
15:30 ～ 16:30
月額4,500円(税別)

キッズdeジャングルフィット

26種類の動物の動きを使った子供向けカ
ラダ遊びトレーニング。子供の神経系の発
達に伴った基礎運動能力を身につけます。

中野亜紀 ジャングルフィットインストラクター

入会金不要の特別講座 この日なら参加できる！という方にオススメの習い事です！

第4(火)15：30～16：30
1,620円(税込)

全1回

恵の吉方位を学ぼう
藤原萠乃 鑑定士

第4(金)10：30～12：00

2月26日(日)16:30～17:30

2,754円(税込)

1,836円(税込)

資料代500円（税込）暦代860円（税込）

全1回

ＴＣカラーセラピスト養成講座

人気も話題も上昇中！14本のカラ
ーボトルとリーディング解説書が付
き、1日で資格が取得できます。

末廣倫子 TCトレーナー　Laugh代表

2/26・3/26・4/23・5/28（日)
11:00～17:00(途中60分休憩)

10,000円(税込) 9,000円（税込）

全1回

ＮＰＯハウスクリーニング協会認定
整理収納清掃(3S)コーディネーター3級認定講座

家庭で必要な3つのS …整理・収納・清掃の基礎を学び、
住環境を維持していくための知識を学びます。また3Sに
は頭の中・心の中を整理し、「未来の自分」へ踏み出せる
魔法のような力があります。片づけやお掃除が苦手な方、
新しい第一歩を踏み出したい方におすすめです。 

竹嶋貴代美 整理収納清掃コーディネーター認定講師

3/19(日)13:00～16:00
17,280円(税込/認定料込)

全1回

日本サロネーゼ協会
アイシングクッキー認定講座

初心者の方がアイシングクッキーの講師にな
る為の講座です。12時間の講座の中で全16
作品を作りながら、51
種類の技術が学べる、
アイシング技術をほぼ
網羅した充実の内容の
コースです。資格取得
後に教室を開講するこ
とができます。また、サ
ロネーゼ協会からのサ
ポートもあります。

小西由美子 日本サロネーゼ協会(JSA)
アイシングクッキー認定講師

4/2・5/7・6/4・7/2(日)
10:00～18:00(途中休憩有)

72,144円(税込) 30,240円（税込）
認定料等24,840円（税込）

全2回 ハンドトリートメント検定講座

満足度の高いハンド技術を「1日で習得」。資格取
習得後は自宅教室開講、医療介護施設、サロン
で直ぐに活かせる資格です。座るスペースがあ
れば実践できるハンドトリートメントです。
  カリキュラム
①基本のテクニック②トリートメントの準備(タオ
ルワーク･カウンセリング・手指の消毒)③両手の
トリートメント④アフターケア⑤コラム:キャリア
オイルの選び方
  カリキュラム2
①解剖生理②禁忌③FAQ④リスクマネジメント
⑤手のお手入れ(セルフケア手・爪)

窪田聖恵 JAAアロマコーディネーター認定インストラクター
全日本エステ指導育成協会フェイシャルインストラクター

4/23(日)
10:30～17:30(途中休憩有)

19,440円(税込) 18,700円（税込）

全1回体操はあらゆるスポーツの基礎を作ります。マット・鉄棒・
とび箱・トランポリン・平均台などを利用し、楽しく運動能
力を高めます。プラス思考の指導方針で、自信を持ち積
極的な人間に成長するお手伝いをします。 楽しく運動能
力を高めましょう。

逆上がりが出来るようになる為の特訓コースです。

1Day逆上がり＋体験＋通常レッスン2回で5,389円(税込) その
他にも、今だけのトライアルレッスン3回受講[5,389円(税込)]
コースもあります。お好きな日程とコースをお選び頂けます。

高谷将太・小川美保 ファイブＭ講師

3/3・17(金) 2,050円

月額3,000円(税別)

(初級②）10:30 ～ 11:30
(入　門）11:30 ～ 12:30

(初級①)10:00 ～ 11:00
(中　級)11:00 ～ 12:00
(初級③)15:00 ～ 16:00
(初級④)16:00 ～ 17:00

【年中・年長】

【小1～中3】
【年中～中学生】 【年長～小6】 【年長～小6】

【3歳～】

【小3～高3】

【年長～中学生】

【年長～小学生】

【4才～大人】

【5歳～】

【中1～】

【年長～小6】

【首が座った頃～2歳位】

【小学生～】 【小１～高３】
②【5歳～】①【4歳～】

【年中～中学生】 【4歳～小6】
【4歳～】

【年少～年長】

【年長～中学生】

【小学生】 【小学生】 【5歳～小6】

【4歳～】

【小1～大人】

第1･3(月)
①16：30～ 17：30・②17：30～ 19：00
①②月額3,100円(税別)

日程はお問合わせください
高校生以上1,500円中学生以下1,000円

幼児から小学生対象のステージパフォーマンスクラ
ス。声とからだと言葉の表現活動を通して一人ひと
りの才能と個性を伸び伸びと育てていきます。

月3～4回(月)15:30～16:45

月3～4回(月)16:20～17:50

ミュージカルランド

ミュージカルクラブ

★幼児クラス（4～7歳児）

★小学生クラス（小学2年生～）

7ヵ月～

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽レッスン。
お子さまの伸びる可能性を大きく育てます。

おんがくランド0～3歳の音楽情操・リトミック

ベビークラス

1歳児(H27.4/2 ～ H28.4/1生)ピンキークラス

キンダークラス

JEUGIAこども表現教室

2歳児(H26.4/2 ～ H27.4/1生)

月2回（金）9:55 ～ 10:45月額3,500円（税別）
月3～ 4回(水)15:00 ～ 16:00月額5,130円～（税別）

月3～ 4回(水)
16:00 ～ 17:00(二年目)月額6,030円～（税別）
17:00 ～ 18:00(一年目)月額5,580円～（税別）

月3回（金）10:45～11:45月額4,350円（税別）

月3回（金）11:45～12:45月額4,350円（税別）

3ヵ月10回
［年間40回］
グループ60分

3歳児(幼稚園年少)

幼稚園年中以上

音楽への興味を引き出しながら楽しくピアノを学習します。
音感の発達が著しいこの時期に始めましょう。

ミュージックスクール
幼児・小学生のためのピアノのグループレッスン

ピアノキッズ

ピアノプライマリー

1年間
2年間

3月限定

申込締切各日2日前

締切日各3日前

申込締切日4/16(日)申込締切各日1週間前

締切日3/12(日)

水嵜綾乃 JEUGIAこども表現教室講師

JEUGIAカルチャーWEB検索は体験・見学も承ります!随時ご入会受付中 ホームページ 西友山科


