
ミュージック
スクール

おんがくランド

ベビーサイン教室[全6回]

ベビーとママの3B体操　

子供アートクラブ

ちびっコあみもの＊ぐるぐる教室

京都まんが教室
～まんが家になってみよう～

～個性を見つける～

図工・美術

村田美香

木下めぐみ

町野睦美

村田美香

町野睦美

町野睦美

上村香織

藤井佐智子

山田 葵・他

＊Yurika＊

岡本祐治

鴨脚えり子

髙林佑丞

月3～4回(土)

月3～4回(金)

月3～4回(月)

月3～4回(土)

月3～4回(月)

月3回(水)

月3回(水)

月2回(水)

第4(火)

第2(火)

月4回(月)

第2・4(水)

第1・3(月)

第1・3(土)

月2回(日)

1年目14:40～15:40
2年目15:40～16:40

1年目16:15～17:15
2年目17:15～18:15

1年目16:30～17:30
2年目17:30～18:30

13:40～14:40

15:30～16:30

11:30～12:30

10:30～11:30

12:30～13:20

15:00～17:00

6ヵ月～1歳半
13:00～14:00

6ヵ月～1歳半
13:00～14:00

1～2歳
10:15～11:00

4歳～小学生
16:00～18:00

小学生～
16:30～18:00

小3～
13:00～14:30

小3～大人
10:30～12:30

こどもｌäｒa
ミュージカル

木下めぐみ 月3～4回(木)

16:30～18:00

16:00～17:15

6,930円～
補助費･教材費別途

6,480円～
補助費･教材費別途

1年目5,580円～
2年目6,030円～
年間教材費5,900円

5,130円～
年間教材費5,500円

4,350円
年間教材費6,000円

3,500円
教材費2,200円

6ヶ月全6回
15,000円
教材費5,200円(税込)

3,700円

4,100円

長谷川真美 第4(木) 5歳～
16:30～17:30 2,600円

池坊いけばなクラス 月2回(土) 2,000円

3,100円

3,700円

5,100円

～インド映画でおなじみの～

ボリウッドダンス

はじめませんか！

居合道・武士道教室

お子様連れOK

ダンスdeエクササイズ

～体メンテナンス～

ピラティス

プラクルティ 第1・3(土) 10～50歳
13:30～14:30 4,600円 老若男女誰でも出来る！ スポーツ吹矢 岸本 實 第1・3(日) 10:30～12:30 3,100円 畑本伸一 第3(火) 20歳～

10:30～12:00 2,500円

女性のための健康マージャン

ミラーレス一眼カメラ入門講座

樫村昭裕 月2回(月) 10:00～12:0012:30～14:30 4,100円

脳トレ将棋教室 大山勝義 第2・4(月) 13:30～15:30 3,100円

「朗読を楽しむ講座」初心者～ 日向のり子 第2･4(木) 10:30～11:45 4,100円

韓国語（グループレッスン）

秋山公平

第1・3(月)

初級①
19:00～20:00
初級②
20:00～21:00

3,100円

第2・4(月)
中級
19:00～20:00 4,100円

韓国語（個人レッスン）

第1・3(月) 18:20～19:00

6,100円第2・4(月) 20:15～20:55

第2・4(木) 18:20～21:10
(各40分)

パントマイム教室 山谷一也 第2(水) 14:15～15:45 2,100円

楽しいアートバルーン【全3回】 山谷一也 第4(水) 13:30～15:00

第2(月) 13:30～15:00

全3回
4,800円

横木ジョージ

四柱推命学入門 藤原萠乃 第2・4(木) 13:00～14:30 5,100円

2,200円

いやしの尺八音楽 島田道雪 第1・3(月) 10:30～12:30［1回40分］ 5,100円

大人のためのフルート教室 徳本早織 第2・4(火)
高校生以上
10:00～15:00
［1回50分］

8,100円

津軽三味線

大人のケンハモ講座

minoriko 第2・4(月) 19:00～21:30［1回30分］ 6,000円

楽しい沖縄三線 井後義世 第1・3(木) 13:30～15:30 5,000円

西岡 峻 第2･4(木) 10:30～11:30 4,000円

気軽に楽しめる

琴・三味線 島田雅楽恭 第1・3(月) 10:30～12:30［1回40分］ 5,100円

ギターで弾き語り歌謡講座 松岡徹二 第2・4(日) 10:30～12:30［1回30分］ 5,100円

ギターレッスン
キッズ・ギターレッスン

横木ジョージの
あなたもマジシャン

菱沼カンタ
第2・4(金)

第1･3(水)

7歳～
17:45～21:30
［1回45分］

7歳～
18:30～21:30
［1回45分］

8,100円

ピアノエレガンス 熊谷かおり 第1・3(火)
小学生～
16:00～19:30
［1回30分］

7,100円～

楽しいピアノレッスン 井上美樹 第2・4(火)
年中～
14:00～19:30
［1回30分］

5,100円～

レッツピアノ 石踊誠子 月3回(水)
年中～
16:30～20:45
［1回30分］

7,650円～

ピアノレッスン（木） 樋口洋子 月3回(木)
年中～
16:00～19:30
［1回30分］

7,650円～

金曜日のピアノ♪ 樋口洋子 月3回(金)
年中～
15:30～20:30
［1回30分］

7,650円～

趣味ピアノ・中高年レッスン
吉田知央 第2・4(金)

10:00～11:00 5,100円～

趣味ピアノ・おひとり様レッスン 11:00～12:00
［1回30分］ 6,100円～

大人のためのやさしいピアノ
土曜日のピアノ 河瀬一子

第1・3(土)
幼児～大人
15:00～19:00
［1回30分］

5,200円～

第2・4(土)

楽しいピアノ教室

シニアのための
脳トレピアノ® 

松永美穂

冨島みち代

第1・3(日)
年中～
10:30～13:00
［1回30分］

第2･4(月)
中高年～
10:30～14:30
［1回30分］

5,700円～

5,700円

第2・4(日)
年中～
10:30～17:30
［1回30分］

楽しく簡単！ゴスペルレッスン 鳥谷部裕之 第1・3(木) 20:10～21:40 4,100円

ボーカルエクセレンス（個人） 熊谷かおり 第1・3(火)
小学生～
16:00～19:30
［1回30分］

7,100円

朝のポピュラーボーカル講座 松岡徹二 第2・4(木) 10:30～12:30［1回30分］ 5,100円

歌謡カラオケ教室 松岡徹二 第1・3(金) 13:30～15:00 4,100円

火曜お昼の歌謡レッスン 久谷獨史 第1・3(火) 13:00～15:00 3,100円

詩吟教室 宇野侊風 第2・4(金) 14:00～15:30 4,100円

大正琴 初級
山口祥子 第2・4(土)

11:30～12:30

4,100円

大正琴 中級 10:30～11:30

大人のドラム
キッズドラム 清水秀行

月3～4回(日)
5歳～
13:30～17:30
［1回30分］

7,650円～

月3～4回(火)
5歳～
19:45～21:15
［1回30分］

月3～4回(木)
5歳～
16:00～21:30
［1回30分］

月3～4回(土)
5歳～
19:15～21:15
［1回30分］

たのしいウクレレ弾き歌い 今津マス子 第1・3(木)

初心者
12:30～13:30

13:30～14:30

5,100円

二胡 たなかかおる 第2・4(土)

第1･2･3(火)

13:00～15:15
［1回45分］ 8,100円

二胡 西村弥音子 第1・3(日) 10:15～14:30［1回45分］ 8,100円

7,500円

ヴァイオリン 大久保 都

大人のヴァイオリン教室 桒原七菜子

月3～4回(月)
4歳～
14:00～20:15
［1回30分］

6,900円～

バイオリン（ヴィオラ基礎） JEUGIA講師 月3～4回(土)
4歳～
10:00～12:30
［1回30分］

6,900円～

サウルハープ 今村桃子 第1・3(木)

10:30～13:30
［1回30分］

10:30～13:00
［1回30分］

5,100円

10:30～13:30
［1回60分］ 4,100円

C-topキッズ体操教室

キッズヨガ

岩崎篤史 月3～4回(土)

年少～年長
15:00～15:50

年長～小学校低学年
16:00～16:50
小学生
17:00～18:00

4歳～小1
19:00～20:00
小2～
20:15～21:15

初級クラス
18:10～19:00

中級クラス
19:00～19:50

4歳～小学校低学年
15:45～16:45

小学生
16:45～17:45

小学校高学年以上
17:45～19:00

初級クラス
16:00～17:00

中級クラス
17:00～18:00

3歳～
13:00～14:00

小学生
14:00～15:00

3～5歳
12:10～13:10

年長～
13:15～14:15

5,550円～

キッズチアダンス Chiharu / 
Yuno

第1・3(金) 3,100円

KAWAI DANCE AGENCY
キッズチアダンス minami 月3～4回(水) 4,500円～

バトントワリング 加納靖子 月4回(水) 5,200円

小学生～
15:00～16:00ayaco 第1･3(土) 3,000円

こどもクラシックバレエ 石田絢子 月3～4回
(月)/(水)

4,500円～

4,950円～

春日バレエ研究所

子供バレエ 山内佐江子 月4回(日) 6,200円

キッズはじめてのクラシックバレエ 野﨑愛梨 第1・3(土) 3,100円

年少～年長
16:30～17:30

小学生～
17:30～18:30

Kid's Hip Hop AYANO 月4回(金) 5,200円

こどもカンフー 徐 言偉

月3～4回(月) 5歳～中学生16:40～17:40 4,650円～

月3～4回(日)
5歳～中学生
14:00～15:30
16:00～17:30

5,550円～

～少年剣士になろう！～

こどもの刀、居合道教室 吉塚寿幸 第1・3(火) 小2～中3
18:40～20:00 4,000円

キッズカポエラ
加藤安臣 第2・4(土)

SASUKE 第1･3(土)
小1～
19:30～21:00 3,100円

こどもたちの合気道 井後義世 月3～4回(木)

5歳～小2
16:30～17:30

小3～
17:30～18:30

4,650円～

日本空手道正明会中村塾

こども空手 佐藤延嘉 (金)

4歳～6歳
16:00～17:00

5,200円
小1～小6
17:00～18:30

子供空手道教室 能崎一範 月4回(月) 3歳～
18:00～19:30 5,200円

学研 科学実験教室
学研科学
実験教室
専任講師

第2・4(土) 年長～小学生
10:45～12:15 3,400円

学研 城戸真亜子アートスクール
アート
スクール
専任講師

第2・4(土)

小学生
10:15～11:45

年中～年長
12:30～14:00

8,000円

そろばん教室 辻浦千晶 月4回(水) 5,200円
小1～
16:00～18:30
（1時間程度）

こども書道教室 橋本安希子 月3回(月)
年長～
16:00～17:00
17:10～18:10

4,050円

硬筆も出来るこども書道 中村眞千子 月3～4回
(火)/(金)

5歳～
16:00～18:30 3,750円～

土曜書道（Do-Sho！）

オセロ入門教室

堀 翠恵 第1･3(土) 年長～
16:30～18:30 4,100円

下村 識 第1･3(土) 6歳～
13:00～14:30 3,100円

こども将棋教室 大山勝義 第1・3(日) 小1～
14:00～16:00 3,100円

チョークアート 長谷川真美 第4(火) 13:30～15:30 2,600円

ハワイアンリボンレイアーヌエヌエ教室 山根理恵 第1(金) 10:00～12:30 2,100円

和紙ちぎり絵教室 平松勝治 第1(水) 13:00～15:00 2,000円

はじめての彫紙アート 濵井もとこ 第3(月) 13:30～15:30 2,500円

手がきで送ろう絵手紙 酒井君子 第2(火) 13:00～15:00 2,100円

水彩画・色鉛筆画 HIROKI 第1・3(木) 13:00～14:30 4,100円

洋画（色鉛筆・水彩・油彩・ペンなど） 鴨脚えり子 第2・4(金) 13:00～15:30 5,100円

ポスターカラーで
アニメーション背景を描く 又木義隆 第2・4(土) 12:30～14:00 6,100円

やさしい絵画教室
西垣 勉 第1・3(土) 18:00～20:00 5,100円

中高生の絵画教室

HIROKIのアートスクール HIROKI 第1・3(金) 19:00～20:30 4,100円

やさしい日本画 西垣 勉 第2・4(金) 10:00～12:00 6,100円

水墨画 西尾圭子

第1(土)or
第3(土) 10:30～12:30 2,100円

第1・3(土) 10:30～12:30 4,100円

京都まんが教室
～まんが家になってみよう！～

岡本祐治 第1・3(土) 13:00～14:30 3,700円

押し花 橋本仁美 第2・4(木) 10:00～12:00 4,100円

スクラップブッキング 加藤紘子 第2(金) 10:30～12:30 2,100円

奈稚子のロマンドール
紙粘土陶器粘土

村片芳子 第4(金) 13:00～17:00 4,100円

伝統工芸　組ひも 野々村利枝 第1(金) 10:30～12:30 2,100円

やさしいあみものレッスン 鈴木琴恵 第1(土) 10:00～12:00 2,100円

戸塚刺しゅう 山手美智子

中村正子

第1・3(金) 10:00～12:00 4,200円

ポルトガル刺繍 第1(火) 13:00～15:00 2,300円

テディベア教室 山根智子 第4(火) 10:30～12:30 2,600円

ビーズスタジオサブリナ

きもの着付講座

着付師 資格取得コース

羊毛フェルト

実用書とかな書道-毛筆とペン字-

美文字レッスン

～お勤め帰りに～
気軽にできる書道と硬筆

田中真理子 第1・3(金) 14:00～16:00 4,100円

松尾英美子 第2・4(木) 13:00～15:00
4,100円

中野順子 第2(金) 13:30～15:30 2,300円

渡辺富美代 第2・4(火) 10:30～12:30 4,100円

中村眞千子 第1・3(金) 19:00～21:00 5,100円

今井めぐみ 第3(火) 11:00～12:30 2,100円

歪みリセット！ 骨盤体操

～植物の力を借りて～
はじめてのアロマテラピー

成瀬晴香 第1・3(月) 13:00～14:00 3,000円

～kanako～ 第1(木) 10:30～12:30 2,500円

美しいハタヨガ（火） 上田祐加 第2・4(火) 10:00～11:15 3,100円

美しいハタヨガ（土） 吉田かよ 第1・3(土) 10:00～11:15 3,100円

やさしいハタヨガ NORIKO 第2・4(月) 11:00～12:30 3,200円

ヨガ 心やすらか 体いきいき 松原めぐみ

月4回(火) 15:00～16:30
6,200円

月4回(木) 10:30～12:00

第1・3(火)
15:00～16:30 3,100円

第2・4(火)

仕事で疲れた体をリセット！

夜タイムのヨガ 片岡展子 月3回(月) 19:30～20:45 4,650円

パドマヨーガ 心と体の健康 榎本佳寿子 月3回(金) 13:00～14:00 4,050円

HAPPY YOGA 寺山有子 第2・4(土)
【月1回コース有】 18:15～19:15 3,100円

山本 孝 月3～4回(水)
19:15～20:15

20:30～21:30
3,750円～

子育てママのリフレッシュ 3B体操 藤井佐智子 月4回(月) 11:15～12:15 4,200円

はじめてのフラダンス（夜） 熊本啓江 第1・3(月) 20:00～21:30 4,000円

美しいフラダンス 大野美花 月2回(火) 15:30～16:30 3,600円

ハワイアンフラ 津田朝子

中尾京子

第1・2・3(金) 10:30～12:00 5,550円

3,600円

大人のダンス

土曜のフラ

AYANO 月3回(水) 16歳～
20:30～21:30 4,650円

女性のためのダンス入門 Uryna 第1・3(火) 20:15～21:30 3,000円

吉塚寿幸 第1・3(火) 高1～
20:00～21:30

第2・4(土) 14:00～15:00

4,000円

合気道 井後義世 月3～4回(木) 19:00～20:00 4,650円～

大人からの簡単バレエ
正木瀬奈 月4回(金)

10:15～11:30 6,200円

大人のクラシックバレエ　中級 11:40～13:15 7,600円

倉田正昭
月4回(水) 12:00～13:00 6,200円

12:00～13:00 3,100円

SASUKE

月2回(水)

カポエラ
加藤安臣

第1･3(土)
19:30～21:00 3,100円

情熱のフラメンコ 髙橋京子

第2・4(土)

10:45～12:00 7,200円

フラメンコ教室　中級クラス 野上裕美

月4回(木)

13:30～15:00 8,400円

大人のためのバトントワリング 加納靖子

月3回(木)

14:00～15:00 3,100円

社交ダンス 初級
松岡徹二
瀬川滋子

第2・4(水)

月4回(木)

14:30～15:30 5,200円

社交ダンス 中級・上級 13:00～14:00 6,200円

20:00～21:30

～誰でも楽しく出来る！～

健康カンフーと太極拳 徐 言偉

月3～4回(月) 15:30～16:30

月3～4回(土) 11:10～12:40

4,200円～

4,650円～

おやすみ前の楊名時太極拳 大山芳乃 第2・4(月) 20:00～21:30 3,100円

～初心者歓迎～

太極拳

楽々3B体操 (社)日本3B体操協会
公認指導者 月2回(水) 13:00～14:00 2,100円

サウンドセラビクス健康体操 月4回(火) 10:30～11:45 5,200円

徐 言偉

前田明美

月3～4回(土) 10:00～11:00 4,200円～

趣味の和裁 吉田優子 第1・3(月) 10:30～12:30 4,200円

月変わりのフラワーライフ
～アーティフィシャルフラワーアレンジ～

こども ケイキ フラ 年少～小学校低学年
17:00～18:00大野美花 月2回(火) 3,000円

キッズ チョークアート

ベビークラス

ピアノキッズ

ミュージカルランド

ミュージカルクラブ

ピアノプライマリー

ピンキークラス

キンダークラス

【7ヶ月～】

【3歳児】

【年中～小１】

【小2～小5】

【幼児・小学生】

【1歳児】
<H29.4.2～H30.4.1生>

【2歳児】
<H28.4.2～H29.4.1生>

J
E
U
G
I
A
こ
ど
も
表
現
教
室

楊名時健康太極拳 柳井時子 第1・2・4(水) 10:15～11:30 4,650円

気軽にフラワーアレンジメント 山本宏枝 第1(水) 10:30～12:30 2,300円

草月流いけばな 花崎陽文 第1・3(火) 19:00～21:00 4,100円

楽しい華道・未生流 山本宏枝

髙林佑丞

第1・3(金) 10:30～12:30 4,100円

楽しむガーデニング教室 小林 健 第2(水) 10:30～12:30 2,100円

池坊いけばなクラス 月2回(土) 15:00～17:00 4,100円

本当の声を探すヴォイスレッスン 橋本公子 第1・3(水) 13:50～15:20 5,100円

キッズボーカルレッスン 熊谷かおり 第1・3(火)
小3～
16:00～19:30
［1回30分］

7,100円

ボイストレーニング 小林知津 第1・3(月) 19:00～21:30［1回30分］ 5,700円

ヒップホップダンスジュテ SARA 月4回(火) 年長～
17:20～18:20 5,000円

アイドルダンスを踊ろう
Sayuki

第1・3(日)
小1～
16:00～17:30 2,900円

J-POPダンス 第2・4(日)

(初級)
5,500円

【週2回コースもあります】

受講料(月額)講　師
アート＆クラフト

受講料(月額)講　師
音楽

受講料(月額)講　師
生活文化

受講料(月額)講　師
趣味教養

受講料(月額)講　師
こども

受講料(月額)講　師
美容・健康・癒し

受講料(月額)講　師
ダンス・舞踊・武道


