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発行日：2021.8.25

6色で描く風景画
やなかしのぶ

ニット作家CORON

画家

6色の透明水彩絵の具で四季折々
の美しい風景画が描けます。お手
本がありますから初めての方でも
わかりやすい内容です。

まなびの場、ひとの集い、
ここにあります。

2,970円
880円

体験会9/11・9/25(土)

第1(火)10:00 〜 12:00
月額2,750円(税込)
体験会9/7(火)「ミニマルシェバッグのバッグチャーム」

基礎からはじめる ビーズステッチ＆オートクチュール刺繍アクセサリー

鳴海愛子

主宰

ラッピングコーディネーター〜贈り物を美しく彩る〜

第2(火)10:00 〜 12:00
月額2,750円(税込)

第2(木)10:00 〜 12:00
月額2,750円(税込)

第3(金)10:00 〜 12:00
月額3,190円(税込)
体験会9/17(金)「りんどうと吾亦紅」

フォト・アーティスト

2,750円

800円

碩 安雄

中原好美

リュミノーシャド-ボックスアート協会主宰

第1･3(木)10:00 〜 12:30
月額4,510円(税込)

第3(水)10:00 〜 12:00
月額2,970円(税込)

写真画像「幸せを呼ぶバラ」

2,255円

ペガ

総合TOPページは
こちらから
「特集・いまコレ!」
や
「総合ニュース」
も
是非ご覧ください

ニュースも是非!

スタジオK専任講師

【ロボットコース】

【ゲームコース】

【動画コース】

①第1･3(水) / ②第2･4(水)17:00 〜 18:30 ①第1･3(水) / ②第2･4(水)19:00 〜 20:30 ①第2･4(土)18:30 〜 20:00
③第1･3(金) / ④第2･4(金)16:30 〜 18:00 ③第1･3(金) / ④第2･4(金)18:30 〜 20:00 ②第1(土)18:30 〜 20:00
第1(日)10:30 〜 12:00
⑤第2･4(土)14:30 〜 16:00
⑤第2･4(土)16:30 〜 18:00
⑥第1(土)14:30 〜 16:00
⑥第2･4(日)10:30 〜 12:00
第3(日)10:30 〜 12:00
月2回コース9,790円(税込 / PCレンタル費・教材費込)
月4回Wコース16,500円(税込 / PCレンタル費・教材費込)※ロボットコースは別途ロボット代

子ども絵画教室〈3才〜小6〉
やなかしのぶ

〈年少〜小1〉
KIDSテコンドー（WT）
田島宏美

画家

KUKKIWON
（韓国国技院）認定2段
リンクステコンドーアカデミー所属U40型選手

子ども感性を育む絵画の世
界。幼い頃の体験は心の力
になります。個性に応じ経験
豊富な講師がていねいにお
教えします。

たのしく体を動かして、いっ
しょにテコンドーの基本を身
につけましょう。

第2･4(土)15:30 〜 16:30
月額4,400円(税込)

月3回(水)17:00 〜 17:50
月額4,290円(税込)

体験会 9/11・9/25（土）

2,200円

第2･4(月)13:30 〜 14:40
月額4,400円(税込)

第4(土)10:30 〜 11:45
月額3,300円(税込)

2,200円

2,200円

06-4865-3530

島田 築

森 信雄 日本将棋連盟棋士 七段 森 幸士
大久保優子 日本将棋連盟棋士 普及指導員
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。

第1･2･3(日)
13:30 〜 15:10 Ⓐ【入門〜初級】 第1･3(日)
15:15 〜 16:55 Ⓑ【初級〜中級】 13:30 〜 15:10 Ⓐ【入門〜初級】
月額7,260円(税込)
月額4,840円(税込)

(月)18:00 〜 19:30
月額4,400円(税込)
1,100円

2,420円

子どもかきかた教室

スマイル★フラ ケイキクラス〈年少〜小1〉
Naleianuenueokekai
（多賀洋子）

Na Lei Anuenue Hula Academy主宰

初めてでも楽しく踊れます。明
るい ハワイの 音 楽 に 合 わ せ
て、
お友達と楽しみましょう♪

第2･4（金）16:00 〜 17:00
月額4,070円(税込)

【月2回コース】

第2･3･4(金)
第2･4(金)
16:00 〜 18:00
16:00 〜 18:00
月額5,115円(税込) 月額3,410円(税込)

＊ご都合のよい時間にお越し下さい。

月3〜4回(水)
15:45 〜 16:30 【プレジュニアクラス】
（年中・年長）
16:45 〜 17:45【ジュニアクラスA】
（小1 〜小4）
18:00 〜 19:00【ジュニアクラスB】
（小5 〜）
月額5,610円〜 (税込)
2,200円

キッズマナーインストラクター養成講座
若林みき

シニアマナー OJTインストラクター
キッズマナーインストラクター

発達障害・グレーゾーンと言われる子
どもたちの日々の生活をサポートする
ためのアイデアやヒントを紹介します。
子ども達が障害の有無に関係なく、社
会の中で、家庭の中で役割を持てる人
に成長できるよう一緒に考えます。

3歳〜7歳くらいの小さなお子様にマナー
を教える講師養成講座です。

1日 9/27㈪ 10:00 〜 16:30（休憩1時間含む）

1日 10/30㈯ 10:00 〜 17:00（休憩1時間含む）

資格取得後の活動例
〇カルチャーセンターや自宅でキッズマナー講座を開講
〇ピアノ教室や料理教室に＋αで子どもにマナーを教えられる等

講座

35,200円（税込） 申込締切 10/23(土)
3,200円（税込） 認定料 3,850円（税込）

日本将棋連盟指導棋士

第1･2･3(木)
16:00 〜 17:30 Ⓐ【入門〜初級】
17:30 〜 19:00 Ⓑ【初級〜中級】
月額7,260円(税込)

水津幸枝

ハッピー・リトミック
大阪音楽大学音楽学部卒
ママと一緒に！ハッピーリトミック専任講師

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽レ
ッスン。音楽の力で優れた感覚や能力を育み、
情操や知育、運動など人間形成の大切な土台
を培います。伸びる可能性を大きく育てます。

第2・4(水)
10:30 〜 11:30【ステップクラス】(2019.10.1〜2020.9.30生)
11:30 〜 12:30 【ジャンプクラス】(2018.4.2〜2019.9.30生)
月額4,290円(税込)
1,650円

JMAA日本メディカルアロマテラピー協会

たのしい短歌
近藤かすみ

第3(月)13:00 〜 15:00
月額2,530円(税込)
2,530円

コピー代程度

歌人

これから短歌をはじめたい方
を対象に、色々なワークを通じ
て短歌を作る講座です。
まだ
作ったことがない方もお越し
下さい。

第2(土)10:00 〜 12:00

②【高1〜大人】

①【小1〜中3】

月額2,200円(税込) 月額2,530円(税込)
①1,100円 ②2,530円

コピー代程度

藤玉智美

シンガーソングライター

第1･3(水)14:30 〜 15:20
月額3,960円(税込)
1,980円

初心＆シニアの方歓迎。
その日の体
調に合わせて、無理なくできます。ゆ
っくりとした呼吸法やポーズを行い
ます。休息の心地良い刺激を体感で
きます。癒しのひとときは、
自律神経
安定や免疫力をアップさせ、体の中
から美しく健康にします。

第1･3(月)13:30 〜 14:30
月額4,620円(税込)

体験会9/6・9/20(月)

150円

よくわかる四柱推命占い
南谷真理子

SKYヨガ協会 師範本部技術部長

南谷真理子

甲斐四柱推命学院准教授

甲斐四柱推命学院准教授

独学では習得しにくい四柱推命
を、基礎から丁寧に分かりやすく
お教えする、初心者向けの楽しい
講座です。

難解と思われがちな｢易｣を
イラストで 分 かりや すく解
説。多種多様なことが占えて
アドバイスも得られます。

第1･3(木)10:30 〜 12:00
月額7,370円(税込)

第1･3(木)13:00 〜 14:30
月額7,370円(税込)

第1･3(木)14:45 〜 16:15
月額7,370円(税込)

3,685円

3,685円

体験会10/21(木)13:00 〜 14:00 今回のみ1,100円

2,310円

イメージで覚える易タロット

手の中には自分の特徴や未来が現
れています。手相の見方を、基礎か
ら実践までわかりやすくお教え致し
ます。

体験会10/21(木)10:30 〜 11:30 今回のみ1,100円

コピー代程度

末広幸子

第1･3(木)10:00 〜 12:00
月額5,170円(税込)

甲斐四柱推命学院准教授

なべとびすこ

無理なく出来る やさしいヨガ

楽譜は苦手！と思っていません
か？基本のキから簡単な楽譜
でスタート。劇的に楽しく読め
て歌にも自信が持てるように
なりますよ。(10月スタート）

南谷真理子

19,950円（税込） 申込締切 9/22(水)
テキスト代 2,750円（税込）認定料 4,300円（税込）

基礎から学ぶ 楽譜のいろは
【全6回】

絵手紙で大切なことは技術を学ぶ
ことではなく心を育てること。感じる
力を育て思いを豊かにする。つづけ
る、つなげる、つたえる。心の交流を
始めませんか。

基礎から学ぶ実践手相学

講座

短歌 はじめの一歩〈小1〜大人〉

歌人、
「短歌人」
「鱧と水仙」同人
現代歌人協会会員

第2･4(木)10:30 〜 11:30
月額4,400円(税込)
体験会9/9・9/30(木)

絵てがみ講師

時短家事コーディネーター Basic認定講師

1日 9/29㈬ 10:00 〜 16:00（休憩1時間含む）

16,500円（税込）
6,600円（税込）
認定書代 11,000円（税込） 申込締切 10/9(土)

絵てがみ教室（花束）

野間和美

理事

1日 10/11㈪ 10:30 〜 16:00（休憩1時間含む）

暮らしの中の気づきを短歌にし
てみませんか。三十一音を意識
することで脳が活性化されます。
楽しくご一緒に。

2,200円

時短家事コーディネーター
Basic認定講座
家族それぞれが、出来ることを出来るタ
イミングで協力しながら効率よく分担で
きるように家事内容を整理しシェアでき
るようアドバイスします。おうち時間が増
えた今こそ、快適な暮らしのノウハウを
学びましょう！

2,585円

ママと
一緒に！

体験会9/8・9 /22（水）

家永純世

講座

JOYウクレレ指導協会認定講師

11,000円（税込 / 認定料込） 申込締切 9/28(火)

JMAA認定5種のセルフケア講座の内容
が全て学べるメディカルアロマの人気
No.1講座。美容スキンケア〜家庭の救
急箱（市販薬のアロマレシピ）
まで、
さ
まざまなレシピが学べます。

憧れのウクレレを始めてみたい
方、楽譜が読めなくても大丈夫で
す。基礎からゆっくり始めます。楽
しくウクレレを弾いてみましょう。

2,420円

木下めぐみ

9,900円（税込）

メディカルアロマQOLプランナー
（健康管理士）資格取得講座

産業カウンセラー
TCカラーセラピー マスタートレーナー

はじめてのウクレレ教室

長尾孝子

初段

当教室は幼稚園のお子様から経
験・未経験問わず通われており、
どなたでも気軽に将棋を始めるこ
とができます。

1,100円

発達支援教育士認定講座

16,500円（税込） 申込締切 9/24(金)
テキスト代・認定料 7,150円（税込）

バレエ発表会で素敵に踊るた
めのクラシックバレエの基礎
をじっくり丁寧に練習するクラ
スです。

來海孝之

子供の時に、正しい書き順・書き方を
身につけることが大切です。硬筆・毛筆
か、
または両方を学んでいただけます。

福祉住環境コーディネーター 1級
発達支援教育士認定講師

アートダンスプロダクション所属

講座

初めてのカラーセラピー体験講座

3,300円（税込） 申込締切 9/21(火)

岡本飛雲

1,100円

講座

北條知子バレエスクール

1日 10/5㈫ 10:00 〜 16:00（休憩1時間含む）

〜色で読み解く！深層心理〜

講座

こどものためのクラシックバレエ

産業カウンセラー
TCカラーセラピー マスタートレーナー

心のモヤモヤを解消する2つのカラーセラピー
法を習得。初心者にもやさしい解説書とカラー
ボトル付き。色彩心理学やカウンセリングの入
門内容を、やさしく・楽しく学べます。終了後は
認定書が発行されます。

パフェ 1,100円（税込）
アラモード1,650円（税込）

1日 9/28㈫ 10:30 〜 12:00

豊中こども将棋教室 緑丘校〈年中〜中3〉

暁書法学院講師

(所要時間45分程度)

〈年中〜小6〉1,320円（税込）
〈中1 〜大人〉1,650円（税込）

なんとなく気になる色は、
あなたの
心を映 す鏡。色 彩 心 理 学をベース
に、
ご自身の3つの心理をひも解き
ます。

〜筆と硬筆〜〈4才〜中3〉

【月3回コース】

清水麗子

日本将棋連盟棋士 普及指導員

〜色彩心理カウンセリング入門編〜
上ノ園翔子

（株)いわさき 食品サンプル製作体験担当

上ノ園翔子

1,100円

森信雄七段 こども将棋教室〈年中〜中3〉

TCカラーセラピスト養成講座

④14:00 〜 ⑤15:00 〜 ⑥16:00 〜

講座

ダンスインストラクター
保育士・幼稚園教諭資格保有

月3〜4回(金)17:15 〜 18:00
月額4,950円〜 (税込)

講座名の一部または講師名を入れるだけでも検索できます！

「地域」＋「会場名」＋「フリーワード」
の３つを使って検索!

〈年中〜大人〉

1日 9/26㈰ ①10:00 〜 ②11:00 〜 ③13:00 〜

キッズストリートダンス

KOKORO

簡 単 左記のコードをスマートフォンで読み取り 実施会場の選択を
検 索 講座検索ページにある「フリーワード」内に お間違いなく!

講座検索
ページは
こちら▶▶

食品サンプルのパイオニア企業(株)いわさきとのコラ
ボ企画！
！食品サンプルの歴史を学び、実際にサンプル
製作体験。
オリジナルのスイーツメモスタンドを作りま
す。
「本物あてゲーム」
では正解者には素敵なプレゼン
トをご用意しています。食品サンプルの世界にふれ、楽
しみましょう。パフェ orアラモード選べます。
講座日：10/28 11/25 12/23

3,300円

〜スイーツ☆メモスタンドを作ろう！
！〜 ＊年中・年長は保護者同伴
山田律雄

音楽に合わせてリズムを感じたり体を
動かす楽しさを知ったり…簡単なステ
ップや振り付けを通してダンスに触れ
ていきます！また、
ダンスを通して挨拶
やマナーなど様々な事を伝えていきた
いと思っています。

子供空手教室入門〈4才〜小6〉
全日本空手道連盟公認三段

食品サンプル製作体験

〈4才〜6才〉
（フリースタイル）

1,100円

100円

挨拶や礼儀作法、
また基礎的な
体力作りを空手道を通して楽しく
学べます。

第4(木)
10:30 〜 12:00
月額3,960円(税込)

整体師
日本肥満予防健康協会認定講師
元日本ウェルネス専門学校講師

山内よしこ

第3(火)13:00 〜 14:00
月額2,200円(税込)

占いセラピスト

人生の目的は？隠れた
才能は？未来のテーマ
や課題は？人生を切り
拓く方法を知る数秘術
を身につけましょう！

骨盤チェック付
整体師のリセットコンディショニング

健康ストレッチ

猫背からくる頭痛、肩こり、腰痛な
どを正しい姿勢に戻すことで改善
を目指します。体の硬い方も安心し
てご参加下さい。

未来を創る！数秘術占い[全3回]

IT企業のプロが教えるプログラミング教室です。選べる3つのコースがあ
ります。
・ゲームコース(Scratch、
Unity)・ロボットコース(LEGO・Python)
・動画コース(Adobe Premiere Rush) 無料体験会随時受付中！

1,100円

2,200円

健康には関節の柔軟性が重
要です。
ストレッチすること
で体がしなやかになり同時
に体幹も鍛えられるので姿
勢も美しくなります。

体験会9/21(火)

上ノ園翔子

第1･3(金)13:30 〜 15:30
月額6,600円(税込)
「木の葉のトレー」

1,980円

●体験・見学・受講等、事前のご予約をお願いいたします● ※受講料には特に明記した他は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費用は含まれておりません。※記載の金額には消費税を含みます。

gaプログラミングスクール専任講師

木彫はちのす会所属講師

初心者の方は、彫刻刀の持ち
方から指導。写真額やお盆、
鏡などを各々の進み具合、
レ
ベルに応じて進めます。
写真画像「時計」

第1･3(木)14:30 〜 15:30
月額3,960円(税込)

一般社団法人日本DFWALK協会認定講師
フット＆シューズアドバイザー

10時〜20時

gaキッズプログラミングスクール〈4才〜15才〉

平野和夫

ウォーキングの質を高め習慣化す
れば、
コロナ太りも退散し免疫力も
アップ。健 康 維 持 にもつ な がりま
す。生涯自分の足で歩く姿勢作りも
身につけましょう。

https://culture.jeugia.co.jp

検索 JEUGIAカルチャー

暮らしを豊かに はじめての木彫り

AFAA認定
マットサイエンスインストラクター

ピラティス×ヨガで心と体を
整えていきます。特に体幹部
（コア）
に焦点をあて美しくし
なやかな体を目指します。

美しい姿勢と健康のためのウォーキング

400円

2,970円

〜美しくしなやかなカラダへ〜

YJWチーフダンスインストラクター

酒巻有紀

体験会9/15(水)「タティングレースのブローチorヘアゴム」

2,200円程度

ピラティス・ヨガ

2,750円

●受講・体験・見学のお申し込みは、事前のご予約をお願いいたします。
《お電話・店頭・WEBでお申し込みいただけます》

当会場の
TOPページは
こちらから

pelangim主宰

第2･4(火)13:30 〜 15:30
月額6,930円(税込)

楽しく華麗に！社交ダンス！

〒560-0022 大阪府豊中市緑丘4-1
イオンタウン豊中緑丘2F

相﨑美帆

シャトルを使って作る繊細な
レースです。いろいろな技法や
アレンジ方法、楽しみ方をご紹
介させていただきます。

第3(火)13:00 〜 14:00
月額2,750円(税込)

06-4865-3530

タティングレースの
アクセサリー＆ドイリー

さまざまな領域をコミュニケーシ
ョンフォトとして撮って見ません
か！2人のプロがお手伝いをしま
す。毎回、作品講評と作研（写真表
現で特徴づけるもの・写真制作に
魅力づけるもの）
で行います。

YJWのたのしいタップダンス

［電話受付］
10:00〜20:00

500円

3,190円

リュミノーシャドーボックス

フォト・グラファー、デザイナー

ゆっくりとダンスの基礎を行いタッ
プの基本のステップとたのしい振
付を致します。椅子に座っての参
加も可能です。

キッズHIP HOP

550円

数種の同柄の絵を用いて遠近を
考えながら、
カットし作り上げる光
と影の立体アートです。
スピリチ
ュアルアートと称し独自で描く絵
柄もあり、季節折々の作品、動物、
花等、
オブジェクトは様々です。

池田康子

心身スッキリヨガ

和のイラストレーター
グラフィックデザイナー

あゆゆう

鮎裕

あっさり少ない筆遣いでホッとする
やさしい雰囲気の「和のイラスト」
を
はがきに描きます。初めての方でも
楽しんでいただけます。

小川幸三

12 ヶ月のお花あそび＆子どもがたのしむお花の教室

550円

2,750円

和のイラスト講座〜はがきに描く〜

NOANOA CHALKART WORKS 主宰

3,465円

ハワイアンリボンレイ

「りんごのバラ」

身近な色えんぴつを使って、塗り絵
を楽しみましょう。色えんぴつの使
い方、色の出し方、陰影の付け方な
ど…技術面もサポートします。大人
の趣味、脳活としても気楽に始めて
いただけます。

新世写真塾 ―フォト・アドバイス―

〜オイルパステルで描く〜チョークアート

第1(木)10:30 〜 12:30
月額2,750円(税込)

粉状にしたパステルと型紙を
使って描く、優しい色彩の癒
しのアートです。経験問わず
絵心ない方でも気軽に楽し
んでいただけます。

2,750円

基礎から学ぶ
「写真教室」

色えんぴつ塗り絵

STUDIO SUK CAI認定講師

タイの伝統的なアートです。
カービングナ
イフやペティナイフを使ってお野菜や果物
に紋様を施したり花や動物などを造形し
食卓を彩ります。初心者、
シニアの方でも
ナイフの持ち方から指導致しますので気
楽にご参加下さい。
＊[ソープコース]もあります。

500円

2,750円

やさしいパステルアート
アトリエ彩の森

白須ゆき

ニットアドバイザー

初めての方は、編み物の基
礎から始め、季節小物・雑貨
などを作ります。
ご経験者は
レベルアップを目指します。
個々のレベルに合わせた充
実したレッスン内容です。

第2･4(土)13:00 〜 15:00
月額5,940円(税込)

堀田愛子

カービングレッスン [フルーツ＆
ベジタブルコース]

かぎ針編み教室

3,685円

体験会10/21(木)14:45 〜 15:45 今回のみ1,100円

