うた・各種楽器・ダンス・趣味・教養など200講座以上が集う 総合カルチャーセンター
京都
市役所

アコーディオン

遠藤記代子

ヴァイオリニスト ヴァイオリン骨体操師範

山本純子

※3/29(日)遠藤記代子先生による特別講座「ヴァ
イオリン骨体操」受講ご希望の方におすすめの
「ヴァイオリン骨体操ビギナークラス」
です。
※アフタークリニックもご相談下さい。

※「ヴァイオリン骨体操」未経験の方は「ヴァイオリン12の骨体操」
を予めご受講ください。

（日）
1日 3/29

講座 第1部 11:00〜12:30・第2部 14:00〜15:30

講座 10:30〜12:00

錦織のり子

粟辻泰史

クロマチックハーモニカ奏者

ポケットに入ってしまう小さな楽器
から豊かな音楽が広がる意外性！透
き通った音色でさまざまなジャンル
の音楽を演奏することができます。
楽譜が読めなくても大丈夫！

月額8,500円〜 (税別)

3/26(木)・4/9(木) 時間はお問い合わせ下さい。

響け私の歌声♪

〜Ｇｏｓｐｅｌ エトセトラ〜
Singer Vocalトレーナー

スカッと歌いたい！ゾクゾクはもりたいあ
なた！豊富なメソッドで、自分らしい憧れの
声を見つけましょう。深い呼吸の取り込み
方、発声とのつながりを健康的に体感して
下さい。さあ♪あなたもなりたい自分へ！

第1・3(火)19:30 〜 20:45
月額4,666円(税別)
3/17(火)・3/31(火)19:30 〜

歌が好き♪

＜クラシックから童謡・歌謡曲まで＞
村田千絵

Soprano Vocalist

ピアノ伴奏に合わせて様々なジャンルの
曲を楽しみましょう。呼吸法、
ストレッチも
取り入れます。
『歌って笑って健康に！』

第1･3(木)10:30 〜 11:30
月額4,000円(税別)

vocalist

第1・3(火)
13:30 〜 14:40・15:00 〜 16:10
17:00 〜 18:10・19:00 〜 20:10
月額5,000円(税別)
3/17(火)17:00 〜

アイリッシュ音楽を弾いてみたい。いきな
りパブで弾く自信はないけれどセッション
に参加してみたい〜そんな方達が対象！
バイオリン・フルート・ギター・パーカッシ
ョン・リコーダー・ティンホイッスルなど、
ど
んな楽器でも参加できます。

1日 3/12(木)･4/9(木)･
講座
5/14(木) 18:30〜20:00
各1,500円(税別)

大阪音楽大学卒業

合唱指導

小学1年生〜小学6年生

〜本多恵子バレエ学園〜

こどものためのクラシックバレエ
杉江那津呼

本多恵子バレエ学園教師

クラシックバレエの基本を丁寧に指導し
ます。踊る楽しさを感じながら親しみや
すい曲で音感リズム感をつけましょう。

3 ヶ月11回(金)18:00 〜 19:15
月額5,684円(税別)
3/13(金)・4/10(金)18:00 〜

第1･3(金)18:50 〜 20:50
月額5,100円(税別)

※時間はお問い合わせ下さい。

第2･4(月)【各30分】

白﨑ゆかり

三味線邦楽演奏家・常磐津節師範

楽譜が読めなくても大丈夫！はじめて
三味線を弾く方の為の講座です。
まず
は楽譜を使わずに、音を出すことから
始めましょう。
「チントンシャーン♪」三
味線やバチの持ち方も、楽しくやさしく
丁寧に指導いたします。
【小学5年生以上】

たけだけい子

月額(定)6,100円(税別)

一般社団法人全国ゆうゆう塾®協会
ピアノゆうゆう塾®関西支部統括部長Executive認定講師

3/25(水)･6/10(水)10:00〜11:00

社団法人日本スポーツウエルネス吹き矢協会上級公認指導員

3/12(木)・3/26(木)13:30 〜

チアダンスインストラクター

ポンポンをもってみんなで楽しく踊りまし
ょう！チアダンスだけでなく挨拶や礼儀、
チ
アスピリットも学べるクラスです。現役チア
リーダーが基礎からしっかり指導します。
3 ヶ月11回(月)
17:00 〜 18:00（4歳〜小学4年生） 第1・3(月)
18:00 〜 19:00（小学4、5年生〜） 19:10 〜 20:10（中学生以上）
月額7,184円(税別)
月額4,000円(税別)

3/16(月)・4/6(月)
17：00 〜（4歳〜小学4年生）18:00 〜（小学4、5年生〜）19:10 〜（中学生以上）

2,000円(税別)

〜声の悩みを解消して自然な声に〜

肩甲骨の凝り固まりが、声の悩みの大きな原因。肩甲骨周辺をほ
ぐすことで、体の余分な力を抜き、楽に声が出せるようになります。
豊かに響くあなた本来のナチュラルヴォイスを目指しましょう！

4/16(木) 14:00〜15:30・
16:00〜17:30

講座

6/18(木) 14:00〜15:30・
16:00〜17:30

初めてご受講の方への特別体験会
3/5(木)14:00 〜・16:00 〜、5/7(木)14:00 〜・16:00 〜

腰掛タップダンス
安達幸恵

腰掛タップダンス公式インストラクター・元OSK日本歌劇団

はじめてのチアダンス
チアダンス講師

モットー は
「元 気･笑 顔･思 いやり」素
敵なチアリーダーを目指して楽しいレ
ッスン♪基礎から身につきます。
お気
軽にお越し下さい。

月2回(土)
15:30 〜 16:15
月額3,100円(税別)
●小学生クラスもございます。
3/7(土)・3/14(土)15:30 〜

磯野久仁子

声楽 ヴォイストレーナー
3,500円

大阪芸術大学演奏学科声楽専攻卒
業。
1992年より毎年NYにて故フィリ
ップ•エイムズ•ファイン氏のレッスン
受講。
さらに高度な発声法と歌唱法
を学ぶため、
1997年NYマネス音楽
院に留学、
ロイス•ウィンター氏のも
とで研鑽を積む。
帰国後、
マネス音
楽院の協力を得て、大阪にヴォイス•
トレ ーニング•スクー ル
「The Art of
Singing,New York」
を設立。
2008年
より４年間NYで過ごし、
2012年日本
での活動再開。 大阪とNYでのリサ
イタル開催やオペラ、
オペレッタに出
演。歌うためだけではなく、
ヴォイス•
トレーニングによって誰もが持って
いる
「声の不思議な力」
を引き出す
ためのレッスンも行う。
幼児・小学校低学年クラス

クラシックバレエ（幼児・児童クラス）
窪田洋子

窪田洋子バレエ研究所主宰

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!

楽しく充実したレッスンを通し豊
かな表現力と感性を育みます。
１．
バーレッスンでクラシックバレ
エの基礎を練習します。
２．
クラシ
ックバレエのステップを学びます。

第1･3(火)14:30 〜 15:30
月額4,500円(税別)

3 ヶ月11回(木)16:10 〜 17:10
月額6,184円(税別)

14:30 〜
4歳〜

ERINA

講座 13:00〜14:30

全3回(前納）10,500円(税別)

第2・4(木)13:30 〜 15:00
月額3,100円(税別)
4歳〜

2,500円

ニューヨークスタイルヴォイス・クリニック

講座

円形の的をめがけて息を使って矢を放ちます。高い運動
能力や腕力のいらない、安全な健康スポーツです。腹式
呼吸をベースとしたスポーツウエルネス吹矢呼吸法に
より、1ラウンド5本の吹き矢で点数を競いま
す。＜健康効果：高血圧・動脈硬化・腰痛予防、
冷え性、肩こり改善、
ダイエット効果など＞

3/19(木)・4/2(木)10:30 〜

ボーカリスト・ボイストレーナー

3回 3/19(木)･4/2(木)･ 3回 5/21(木)･6/4(木)･

スポーツウエルネス吹き矢
實

北川夕花

昨年のレコード大賞を最年少で受賞
した2020の応援ソング。子供達に大
人気のこの曲、今更知らないと言えな
い大人の為のレッスンです。
フリも丁
寧にゆっくり教えますよ。お子さんや
お孫さんと一緒に踊りたい方も是非。

評!

初心者〜認定講師希望の方

岸本

Season13

毎回大好

1998年に日本で生まれた新しいスポーツ

(一社)日本ヨーガ療法学会会員 学会認定ヨーガ療法士
(一社)日本統合医療学会会員 学会認定協働師

大人気！みんなで歌っちゃおう

1日 5/16(土)

3/28(土)･4/11(土) 時間はお問い合わせ下さい。

2,500円

脳トレピアノ®検定
冨島みち代

3/24(火)・4/14(火)10:30 〜

※時間はお問い合わせ下さい。

全4回(前納）32,000円(税別)

月3回(木)10:30 〜 12:00
月額6,000円(税別)

Yuzuki

月額(定)10,000円(税別)

講座 10:00〜11:30

全2回5,000円(税別)

キッズチアダンス

月2回(土)【各30分】

京都音楽家クラブ 関西桐朋会所属

第2・4(火)10:30 〜 12:00
月額4,100円(税別)

ヴォーカリスト

第1・3(金)【各55分】

時間はお問い合わせ下さい。

昭和の時代、教科書で習ったり、
ラジオ
から流れてきた懐かしい曲をピアノ伴
奏に合わせて腹式呼吸と正しい発声で
歌います。
ローレライ、旅愁、
ゴンドラの
唄、北上夜曲、サンタルチア他、皆さま
のリクエストに応じて選曲いたします。

あの曲を歌ってみたいけど自分の声に自
信がない、ハモるのも苦手･･･なんて思っ
ていませんか?発声の体の使い方等を身に
つけながら曲の歌唱やハモりなども取り入
れます。一緒に楽しく伸び伸びと声を出し
ましょう。

（水）
4回 第2･4

講座 13:00〜14：00

佳子

山内うたこ

ボイストレーナー

3/9(月)・3/23(月)

昭和のクラシック

月2回(土)13:00 〜 13:50
月額4,100円(税別)

目からウロコのピアノコーチング！介護予防
プログラム付きの日常生活にも活かせる楽
しいメソッドを考案。特許庁より
『脳トレピア
ノ』は知的財産として商標権を取得。検定終
了後は自宅、施設等で活かせるスキルが身に
つきます。

2回 3/26(木)･4/9(木)

藪

山城敦子

月額4,100円(税別)

ピアニスト 歌手

講師のピアノ弾き語りに合わせて楽し
く歌います。なるべく音域が狭くやさし
い曲を選曲しますので、初心者の方に
も気軽に参加していただけます。
フォ
ークソング、歌 謡 曲、ポ ピュラー など
様々なジャンルを日本語で歌います。

3/6(金)・3/20(金) 時間はお問い合わせ下さい。

三味線にチャレンジ！

太極拳の呼吸で心も身体も健康に！心も身体も
まぁーるく、のびのびと、ホッとした気持ちにな
れます。呼吸を意識したゆるやかな動きで、
日
ごろの疲れやストレスをとり除きませんか。運
動不足や、なんとなく不調な方も
無理なく行える健康体術です。

3/11(水)・3/25(水)18:30 〜

日本や世界の名曲の心を合唱
します。歌い終えた時、明日への
活力が生まれていることでしょ
う。美しく歌うことだけにとどま
らず、
その曲をよく吟味し、作曲
者の想いに触れてみましょう！

※時間はお問い合わせ下さい。

3/3(火)･3/17(火)11:00 〜

伝統的ヨーガの理論をベースに健康な
方にも心身の不調を整えたい方にも安
全で効果的に考えられた健康法です。
各自のペースで「からだ」から
「こころ」
に働きかけながら体操、呼吸法、
リラク
ゼーション法、瞑想を行ないます。

第2･4(水)18:30 〜 20:00
月額3,300円(税別)

進

ヤマハヴィオリラ認定指導員

右手は弦、左手は鍵盤！こんな楽器ご存知ですか？バイオリンや
チェロに似た音色の弦楽器です。
クラシック、ポピュラー、演歌な
ど楽譜が読めない方でも年齢を問わず楽しむことができます。
又、右脳左脳をバランスよく働か
せることで、知らない間に脳のト
レーニングにもなります。

指揮者

英語の約50個の母音、子音の発音をピック
アップし、舌や表情筋のトレーニングや腹式
呼吸を体得します。
まずは背骨や胸骨を刺
激する呼吸から！ボイストレーニングで舌の
力や首まわりの筋肉を鍛えることにより、誤
嚥防止にもなります。

しばらく歌っていない・・・という
方も、
まずはよく知っている歌で
気軽に声を出してみませんか。
そして歌詞に込められた思いを
感じとりながら、声を合わせるこ
とを楽しんでいきましょう。

吉村康子

クイチャーパラダイス専任講師

はじめてのボイトレ

ヨーガ＆ヨーガ療法

師範(日本健康太極拳協会)
師範(日本健康太極拳協会)

ヴィオリラ教室 〜日本初の弦楽器〜

歌って♪からだ生き生き明るい心 声の基礎体力作り
高木喜美子

第2･4(日)10:30 〜 12:00
月額4,100円(税別)

3/20(金）
・4/3(金)18:50 〜【各日2名限定】

作曲家

ピエロポンピンプロジェクト主宰、作曲編曲家

3/8(日)・3/22(日)10:30 〜

3/14(土)・3/28(土)13:00 〜

健康を保つ太極拳
楊名時太極拳
楊名時太極拳

葛西

藤堂音楽賞受賞

あります!

ヴァイオリンやチェロ・フルート・クラリ
ネットなど弦楽器や管楽器、全ての楽器
による室内オーケストラです。編成に合
わせたアレンジで、
クラシックからポピ
ュラーまで、“アンサンブル”を楽しみま
す。みんな！一緒に音楽をつくりましょう！

名曲の心を歌うコーラス 日本語で歌おう
2019年度

山村和美

3,300円

3/9(月)・3/23(月)10:00 〜

常磐津音花

バイオリン奏者

楽しい時間の
共有を！

！
いいね

CMでも人気！素敵な音色に心惹かれ
ている方も多い沖縄三線。
わかりやす
い教則本と譜面を使い授業を進めま
すので楽器が初めての方でも無理な
く始められます。

2,500円

第2･4(月)10:00 〜 12:00
月額5,100円(税別)

第1･3(火)11:00 〜 12:00
月額3,800円(税別)

アイリッシュ音楽を楽しもう

小田原芳乃
畦﨑桂子

時間はお問い合わせ下さい。

ポルトガル語は、
日本人にはとっても発音しやすい言語で
すよ！聴くだけで癒し効果のあるボサノヴァは、歌えばもっ
と深い安らぎへと導かれます。ボサノヴァが好き！という気
持ちさえあれば必ず上達します。ギター
の音色に合わせ、楽しく歌いましょう ♪

3/19(木)・4/2(木)10:30 〜

大城敦博

月額8,167円(税別)

ポルトガル語で歌う初めてのボサノヴァ
田中志保

川原徹也

※時間はお問い合わせ下さい。

3/5(木)・3/19(木)10:30 〜

2,500円

ソロでは味わえない弦楽器ののびやか
で美しいハーモニーを一緒に体験して
みませんか？月に1回のアンサンブルク
ラスです。スズキヴァイオリン教本1巻
終了程度から経験者の方まで幅広くご
参加いただけます。

民謡松村会会主

3 ヶ月10回(木)【各30分】

第1・3(木)10:30 〜 12:00
月額5,100円(税別)

※時間はお問い合わせ下さい。

松村幸治

facebook

あります!

みんなで楽しむプチアンサンブル

ヴァイオリニスト インターナショナルスクール講師

沖縄三線入門

現在では若い方からも支持され、人
気を集める津軽三味線。
その迫力
ある演奏は日本のジャズとも評され
ています。個性を表現できる伝統楽
器にチャレンジしてみませんか？

アルトC管の楽器を使い、指使いや息の吹き
込み方などの基本的な奏法をマスターしな
がらオカリナの特徴やその素晴らしさを理
解してもらいます。
また基礎的な奏法の習得
と並行して誰でもが知っている唱歌や童謡
をはじめとする曲を楽しく演奏しましょう。

月2回(木)【各50分】

SHOWKO

オカリナ・フルート・リコーダー奏者 合唱指揮者

あ

3/31㈫

3/30(月)

クロマチックハーモニカ入門 優しい響き オカリナを吹こう（入門クラス） 津軽三味線・民謡

座
全国ごり当ま地す講
!!

※一部、
割引対象外の講座あり。
まで ※他の割引との併用は出来ません。

【期間】2020年

澤田知栄子

各3,000円(税別)

第1部5,000円(税別) 第2部6,000円(税別) 第1部、
2部通し10,000円(税別)

JEUGIA
ズ
人気シリー

（税別）

月1回(月)15:30 〜 17:00
月額3,300円(税別)

1日 3/2(月)・3/22(日)

個別クリニック30分 8,000円(税別)

※時間はお問い合わせ下さい。

に
または体験なしでご入会の方

弦楽アンサンブル

ヴァイオリン骨体操指導員 ヴァイオリン講師

ヴァイオリンを弾いて体が痛くなる、力んでしまい上手く演奏で
きない、
そんな経験はありませんか？ヴァイオリン骨体操では、
身体を知り、無理の無い動きを学びます。良い演奏のための感
覚を養いましょう。

第一部では「キラキラ星」の楽曲を用いて、
日本古来の身体術「ナンバ」
をヴァイオリン演奏へ応
用してみます。基礎となる、直線的な動きです。第二部ではこれを
「白鳥」の楽曲を用いて、西洋的
な曲線の動きへと昇華させていきます。
このコツがわかると、演奏の質は全く変わります。桐朋学
園大学音楽学部の授業内容をこっそりお伝えします。
どうぞ、
どなた様でも第一部・第二部通して
ご受講いただけます。
身体を作る体操ですので、
ヴァイオリン歴は問いません。

!

割引

JEUGIAカルチャー

〜 12の骨体操から7つのムーヴメントまで〜

桐朋学園大学非常勤講師

な

お得

ご予約お申込み承ります

ヴァイオリン12の骨体操

第1部【大人のきらきら星〜直線美】 第2部【大人の白鳥〜曲線美】

きれいになるヨガ

早割 体験当日 ご入会
入会金1,000 円 割引

ホームページからも

京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル3F［地下鉄東西線「京都市役所前」駅①番出口正面］ 検索

ヴァイオリン骨体操

フルート

いい
ね！

075-221-7272

地下鉄東西線
「京都市役所前」
駅①番出口前

発行日：2020.2.26
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（日曜17:30迄）
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ジャズポピュラーピアノ

京都信用金庫
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河原町通

けんはも
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京都市役所前駅

←御池阪急
ビル3階

河原町
御池

京都ホテル
オークラ

2,250円

3/12(木)・3/26(木)16:10 〜

京都の文化財探訪！誰かに話したくなる秘密の散歩
万葉シリーズ第２弾
西陣「萬重」
の京料理と
石上神宮国宝拝殿で正式参拝！ 「妙蓮寺」
拝観編
石 上 神 宮 は「布 都 御 魂 命」
を祀り、古 代 から
「武
神」
として信仰されてきました。拝殿は国宝建造
物に指定されています。今回は由緒ある拝殿で正
式参拝をし、神職の説明を受けた後、山辺の道を
通り、竹之内環濠集落辺りまで歩く予定です。

4/22(水)13:15〜16:30

4,191円（税込/保険料･正式参拝料･資料代込）

会員 4,081円

申込締切 4/15（水） 定員15名

13:15 近鉄天理線 天理駅前
(奈良県天理市川原城町815)

小嶋一郎

京都観光おもてなし大使（京都市認定）
京都産業大学日本文化研究所上席特別客員研究員

旅立ち、旅の安全で信仰を集める源義経ゆかりの首途八幡宮から
応仁の乱西軍（西陣）大将「山名宗全邸跡」へと進みます。西陣織の
お話を聞きながら「萬重」での京料理を満喫した後、日像聖人が入
洛した際、初めて草履を脱いだ道場「妙蓮寺」では長谷川等伯の一
派の障壁画などの美術品鑑賞や十六羅漢石庭をお楽しみ下さい。

5/11(月)10:30〜14:30

9,600円（税込/保険料・食事代・拝観料・資料代込）

会員 9,490円

※ドリンク代実費

申込締切 5/1（金）

定員15名
10:30 京都市考古資料館1階フロア
(京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1)

明石

忠

京都文化財探訪クラブ代表

