無敵！ジークンドー【年長〜大人】
BASIC
村上充伸

IUMA日本振藩國術館
ジュンファン・マーシャルアーツ・アソシエイト・インストラクター

楽しいハワイアンフラ
椎木安美

フラ ハラウ オ カレイレフア所属インストラクター

心 を 豊 か にし、笑 顔
を運んでくれるフラ
を始めませんか☆
ミュージックに合 わ
せて踊りながらリフ
レッシュ !!

第2・4（金）
19:00 〜 20:00・20:00 〜 21:00
月額4,000円(税別)

第1・3(木)
13:20 〜 14:50
月額4,000円(税別)

2/28・3/13・27（金)

2,000円

3/5・19(木)

yui

芝脇尚志

ダンサー

自信がなくても、体が硬くて
も大丈夫！基礎から丁寧に指
導します。一緒に楽しく踊り
ましょう！
月3 〜 4回（金）
19:15 〜 20:15
月額4,500円〜 (税別)
月2回（金）20:15 〜 21:15
第2･4(土)18:50 〜 19:50
月額3,000円(税別)
2/21・3/6・13（金）
2/22・3/14・28（土）

2,000円

3/1・15(日)

1,500円

バトントワリング
【年少〜小学生】

礒貝 翔

AYUMI

西松 梢

礒貝文子絵画教室は歴史あ
る老舗の絵画教室です。教
室 で は、
「創る喜 び は、心 の
太陽です」を合言葉にこども
の豊かな発想力と、成長に
目を向け、粘り強く、最後ま
でやり抜く子を指導します。

カッコイイダンスを踊ってみ
ませんか？必ずあなたもダン
スが好きになるはず!!一緒に
楽しく踊りましょう♪♪

月3 〜 4回（火）
20:00 〜 21:00
月額3,750円〜 (税別)

2/25・3/10・17(火)

1,600円

音感を育てるリトミック＆プレピアノ教室

【0歳〜年少】

相愛大学音楽部ピアノ専攻卒

本田道子バレエ団
クラシックバレエ

①【3歳〜小学2年】②【小学3年〜中学生】

独自の「本田メソッド」
による丁寧な指
導によって、
どこへ出ても恥ずかしくな
いだけの自信と上達感を実感して頂い
ています。
この指導法が多くの方に役
立っているように、あなたのお役にも立
てるのか、ぜひ確かめてみてください。
【②インターミディエット】
【①ベーシック】

第2・4（火）
14:00 〜 19:00（1回30分）
月額3,200円(税別)
2/25・3/10・24(火)

1,600円

楽しむ刺しゅう

日本編物文化協会手編み機械編み講師

木目込み専用の道
具 を 使 用し て 仕 上
げていきます。季節
や行事に合わせた
木目込み人形をつく
ります。2月・3月の2
回 のレッスン で『カ
エル』
を仕上げます。

第2･4(木)13:30 〜 15:30
月額4,100円(税別)

2/14・3/13（金）
500円

13:00〜15:00
4,000円(税別)

ロイヤルセラピスト協会認定講師

11,500円(税込)
5,500円(税込・テキスト代、修了証込)

飛鳥散策①

有田 桜

時短家事コーディネーター Basic認定講師

時短家事コーディネーター講座は、
自分の
暮らしを整え更に時短家事を提案する方法
を学びます。時短家事の仕組みを取り入れ
て、ゆ とり あ る 豊
かな生活を送る社
会を一緒につくっ
ていきましょう。

3/29(日)10:00〜16:00
14,950円(税込)

締切7日前

7,050円(税込)

飛鳥散策②

古代極彩壁画の双璧
飛鳥歴史の地を巡る
〜高松塚古墳とキトラ古墳〜 〜不思議な石造物と天皇陵〜
明日香村観光ボランティアガイド
日本で唯一「精緻な極彩色」
と表現される四
神の描かれた美しい壁画を有するのは、
『高
松塚古墳』
と
『キトラ古墳』
だけです。極彩色
の壁画にスポットを当て壁画の詳細、発見の
経緯やこれまでの軌跡などを知ることが出
来るコースです。

古代文化の香り豊かな郷、明日香村にある
亀石などの不思議な石造物や天皇陵などを
巡ります。歴史を知らない方でも、誰でも楽
しく分かりやすく
『飛鳥時代』
を感じる事が
出来るコースです。
飛鳥の歴史や風景を楽
しんでください。

5/17(日)9:30〜12:30

5/17(日)13:30〜16:30

会員 2,090円 (税込/保険料込)

会員 2,090円 (税込/保険料込)

2,310円(税込/保険料込)

9:30 近鉄電車南大阪線・飛鳥駅改札前

【小3〜大人】

広地克江

2,310円(税込/保険料込)

13:30 近鉄電車南大阪線・飛鳥駅改札前

飛鳥散策①②両方申込の方は受講料3,960円(税込)＜会員:3,740円＞

①【3歳〜】②【小1〜】

曽我直子

【①ジュニアＡ】

バレエ講師

【②ジュニアB】

①2/21・28・3/6（金）
②2/22・3/7・14（土）

1,300円

開運！幸せ手相講座 全6回
東明学院専任講師

①1,273円
②1,500円

原田智絵

エクラリボン
原田智絵

エクラリボン認定講師

キラキラのリボンを大
小2つセットで 作って
いただけます。ヘアア
クセサリーとして や、
手首や指に着けたりと
自由にアレンジして使
っていただけます。

10:30〜16:30（休憩60分）締切7日前
9,900円(税込)
9,900円(税込)

ご当地 講 座
川原寺住職

謎多き大寺〜川原寺〜天武天皇二年三月、書生（写経生）を
集め、日本初の一切経写経が行われた川原寺。
「飛鳥四大
寺」
に数えられるほどの大寺院であるにもかかわらず、その
創建の理由、時期等の詳細について、日本書紀等の文献に
は記されていません。日本で初めて写経が行われた場所
で、明日香の風を感じながら写経を
体験しませんか。十一面観音像・持国
天・多聞天・十二神将を配した本堂も
拝観していただきゆったりと飛鳥時
代の歴史の流れを感じてください。

3/22（日）
13:30〜16:00
2,750円(税込)

締切7日前

3,300円(税込)

中世、堺の町が自由都市だった頃に出来た環濠を観光船でのんび
りお花見クルーズ。クルーズ船では堺の歴史を交えながら観光ガ
イドのご案内で巡ります。世界最大といわれる壁画も見学できま
す。その後は堺が生んだ茶の湯の大成者「千利休」と、日本近代文
学を切り拓いた歌人「与謝野晶子」の生涯や人物像、堺の歴史・文
化の魅力を発信する「さかい利晶の杜」の
見学と茶の湯体験をします。解散後もゆ
っくりと館内を見学していただけます。
※環濠クルーズが雨天欠航の場合はコース
予定が変わりますのでご了承下さい。

3/28(土)10:40〜15:30

会員 4,180円 (税込/拝観料･写経代･食事代込)

会員 4,650円 (税込/保険料・食事代・入館料込)

4,400円(税込/拝観料･写経代･食事代込)

10:00 川原寺前(奈良県高市郡明日香村川原1109)

体験・見学も承ります!

上げる場合がございますので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

3/19・4/2（木）

1,500円

北米腹話術師協会会員

3/1(日)・4/5(日)
13:30〜15:30
1,500円(税別)

椅子席でお香と共に日本文化を学ぼう
香道「はなの会」主宰

お香を知る第一歩です。香りと共に古典や
和歌、
きれいな日本語など、
日本の伝統文化
を学びましょう。

5/24(日)10:00〜12:30

体験・見学・受講等事前のご予約をお願いいたします

第1・3（木）
18:00 〜 19:00
月額3,600円(税別)

神垣裕子

4,870円(税込/保険料・食事代・入館料込)

10：40 南海本線堺駅バスロータリータクシー乗り場前

入会と受講のご案内
●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できま
す。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満65
歳以上の方は、
入会金が無料になります。
（年齢確認の
できる身分証明書等のご提示をお願いします）
●受講
料は3 ヵ月前納制です。●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。●消費税は別途要します。
●参加人数が一定に満たない場合、体験や講座開講を
延期または中止することがあります。
…消費税は別途要します。
（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
の場合もあります。

10:00〜20:00
（日曜は18：00迄）

3/29(日）
・4/9（木）13:30〜15:30
2,310円(税込)

550円(税込)

手作りハムソーセージ工房ばあく専任講師

金剛山麓「泉澤農場」で「ばあく」の為だけにゆっくり飼育された
「ばあく豚」。味付けを地元の畑でとれた元気野菜と、ちょっぴりの
ハーブで漬け込んでいます。燻製は裏山の山桜を
使ってスモークします。防腐剤等の薬品は一切使
わない、手作りソーセージを作りましょう。ランチ
はその日にばあくの畑でとれた新鮮野菜を使用
した「農家レストラン」で。標高約1,200mの山々
に囲まれた大自然の中でお召し上がり下さい。

3/20(金・祝)11:30〜14:00
4,510円(税込/保険料・食事代込)

会員 4,180円 (税込/保険料・食事代込)
11:00 近鉄南大阪線・福神駅改札前

講師募集

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募 集 し て い ま す。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

0725-50-5560

Let's プレイズ ゴスペル・ヒッツ
Hanna Bunya

ゴスペルシンガー

本場の教会や映画などでのヒット
曲やコーラス曲を歌います。
英語の苦手な方や歌の初心者も
大歓迎！ソロの機会もあります。

2,500円

ウォーキング講座
日本DFWALK資格認定
プロフェッショナルウォーキングコーディネーターウォーキング講師

上質なウォーキングで、代謝アッ
プ！引き締まった脚とくびれウエ
ストを手に入れませんか。

第1･3(月)11:00 〜 12:00
月額3,000円(税別)
2/17・3/2・16(月)

お得

な

1,500円

30万人の腰痛が治った！

背骨コンディショニング
鈴木俊也

Yukina

腰痛・肩こり・膝痛・股関節痛・坐骨神経痛
の原因は殆どが、仙骨や背骨の歪みから
くるものです。
まずは、その周囲の固まっ
た関節や神経のゆるめ体操を行います。

2/25・3/10・24(火)

お腹引き締めヨガラティス

（お子さま連れOK)

1,000円

チョークアート教室
Happy Country主宰

早割
にご入会
体験当験日
の方
なしでご入会

入会金

1,000 円 割引
（税別）

※一部、
割引対象外の講座あり。
※他の割引との併用は出来ません。

満65歳
以上の方は

入会金

無料

※年齢確認のできる身分証明書の
ご提示をお願いします。
令和二年も

JEUGIAカルチャー
人気シリーズ

地講座
全国ご当
ます!!
あり

facebook

あります!

！
いいね

あります!

読売日本ギターコンクール1位

第2･4(火)
10:30 〜 13:00(1回30分)
月額7,000円(税別)

第2･4(水)
15:00 〜 21:50(1回40分)
月額4,900円(税別)

2/25・3/10・24(火)

3,500円

優しいバレエピラティス＆ストレッチ
スタジオバレエインターナショナル講師

2,450円

〜自律神経を整える〜

やさしい体幹トレーニング
出口輝美

運動トレーナー

月4回(水)20:00 〜 21:20
月額5,200円(税別)

第2・4(水)10:15 〜 11:15
月額3,000円(税別)

3/3・17(火)

2/26・3/4・11・18(水)

1,900円

〜人気作家が作る〜

【年長〜大人】

yucopocoのおしゃれプラバンアクセサリー
イラストレーター、
プラバンアクセサリー作家

2/29・3/28（土）

1,000円

①花和筆文字アート
②花和パステルアート【18歳〜】
筆文字パステルアートインストラクター

フェイクスイーツデコ
武田章子

スイーツデコ講師

毎月かわいいスイーツを粘土
で作って楽しみませんか？

第2(金)10:00〜12:00
月額1,500円(税別)

第3（水）10:30 〜 12:30
月額1,800円(税別)

3/13・4/10(金)

3/18・4/15(水)

1,500円

美術の教室（抽象画・コラージュ・はり絵）
赤穂要二郎

1,800円

絵画サークル
新制作協会協友
日本美術家連盟会員

右山夕起子

造形家

1,500円

かわいいスイーツデコ

リアルで可愛いスイーツデコ作品を粘土
やホイップ等を使って毎月１作品を作り
ます。

色紙や和紙を、切ってはるのは筆
で描くより楽しい絵画かも。写真・
雑誌や布も使ってイメージをひろ
げましょう。

初心者の人も一緒に楽しみましょう!!
個々のペースで無理なく楽しんでい
ただけます。

第2･4(土)13:30 〜 15:00
月額4,000円(税別)

第2・4（火）13:30 〜 15:30
月額4,000円(税別)
2/25・3/10・24(火)

能面を打つ！
塚田和夫

タイカービング講師

2/26・3/11・25(水)

きむらひろみ

スイーツデコ講師

2,000円

タイ・カービング
Aya

1,300円

2,000円

篆刻（てんこく）
木澤大輔

面打師

斉平篆会会員

世界中で愛されているワイヤージュエリー
クラフト。あなたもワイヤーモードを楽しん
でみませんか?

専用のナイフ１本で彫刻するタ
イの 伝 統 工 芸「カービング」で
す。簡単な技法から少しずつレ
ベルアップしましょう。

能面は、仮面として世界で最も高い
芸術性と幽玄美を備えています。
自分
の手で作り上げた喜びは格別です。

書画の落款印から遊びの印まで、
小さ
な印に大きな世界を感じてみませんか。

第4（金）10:00 〜 12:00
月額2,000円(税別)

第2･4(木)13:30 〜 15:30
月額6,000円(税別) 4月〜

第1･3(火)14:00 〜 16:30
月額4,800円(税別)

第1(土)10:30 〜 12:30
月額2,000円(税別)

2/28・3/27(金)

または体

岩本政仁

楽器が初めての方も楽譜が読め
なくても大丈夫！ゆっくりと丁寧
にご指導いたします。

2,600円

公益社団法人日本生涯学習協議会監修認定講師

二胡講師、二胡検定10級（最高級）取得

第1・3(火)11:00 〜 12:10
月額3,800円(税別)

①第1（月）②第3（月）
10:30 〜 12:00
月額2,600円(税別)

モードジュエリーメイキング

ギター教室

運動が苦手な方も大丈夫。
インナーマッスル
を鍛えて、痛みや年齢に負けない身体を作り
ます。

ハガキに筆文字やパステルで心に残るメッ
セージを書いてみませんか？心がほっこり
する作品を一緒に作りましょう。

第1(火)10:30 〜 12:30
月額2,500円(税別)

受講生募集

親しみ やすい 楽 器、二 胡。
ちょっとした
コツ で、美しい音色を奏でましょう。
※二胡検定試験受験講座もあります。

広地克江

発行日：2020.2.13

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36
コムボックス光明池1F
https://culture.jeugia.co.jp/

〜気軽に始める〜二胡
雪本直子

発行：十字屋Culture株式会社

インナーマッスルのトレーニングとストレ
ッチが中心です。ゆったりと体を動かすの
でバレエの経験のない方でも無理なく始
められます。

2,500円

シニア 割

飛鳥歴史の地を巡る〜不思議な石造物と天皇陵〜

腰痛や肩こり改善のための身体づく
りとしてのピラティス。心のリラックス
効果が高いヨガとの融合レッスン。

花和なつ

オーストラリア発祥のアート。
オイル
パステルと指を使って描きます。

東口幸子

BASI Pilates Instructor
インド中央政府公認 YICインストラクター

Sumiyo

第4(土)10:30 〜 12:30
月額1,000円(税別)

①2/25・3/10・24(火)
②3/14・28(土)

!
割引 3/31㈫

2,000円

イラストレーターのyucopocoが、
オ
リジナリティ溢れる世界に一つだけ
のあなたのアクセサリーを一緒に作
ります。

①第2・4(火)20:00 〜 21:00
②第2・4(土)15:00 〜 16:00
月額2,000円(税別)

【期間】
2020年

オカリナ講師

yucopoco

協会認定インストラクター

泉谷恵里奈

〜優しい音色〜

オカリナを吹こう

第2･4(火)13:30 〜 14:30
月額4,000円(税別)

2/26・3/11・25(水)

瓦谷由美

ホームページ

からも
体験・見学・受講等
事前のご予約を お申し込み承ります。
お願いいたします 検索 JEUGIAカルチャー

小さなオカリナで優しい音を一
緒に楽しみましょう。持ち方、音
の出し方から始め、いろんなジ
ャンルの曲に挑戦します。

第2･4(水)19:30 〜 21:00
月額5,000円(税別)

新規

ばあくさんの無添加手作りソーセージ＆
堺環濠のんびり
お花見クルーズ＆茶の湯体験 農家レストランでいただくランチ
〜自然の素材だけでおいしいものを〜
堺観光ボランティアガイド

日本初の写経誕生の地
『川原寺』で写経体験

ご入会
受付中

様々な音楽に合わせて
ステップを踏む事で、全
てのスポーツに必要な
リズム感を養いながら
体幹を鍛えます。

※認定レッスンもあります。

2/29（土）

扇谷明英

柔道整復師・ゆるインストラクター

トリックを使って 愉
快な状況を創り出す
腹話術の芸を味わっ
てみませんか?周り
の人を驚かせたり、
笑 わ せ たり・・・人 気
者になりましょう。

①10:30〜11:30 ②13:00〜14:00
3,000円(税別)

エレガントミニソファー認定講師

小学生の為の 【6歳〜12歳】
ステップトレーニング教室

チャタリック

Grand Color認定パーソナルカラー講師

3/1(日)・4/5(日)・4/16(木)

エレガントミニソファー認
定レッスンです。
スタンダ
ードソファー（大）
とシング
ルソファー（小）の2作品を
作成していただきます。
シ
ングルソファーは宿題と
してご自宅で作成してい
ただく事も可能です。

①1,200円
②1,500円

大東清美

第2･4(土)10:30 〜 12:0０
月額4,000円(税別)

エレガントミニソファー
認定レッスン

2/17・3/2・9・16(月)

1日でできる腹話術！
〜トリックを使った腹話術〜

あなたの魅力をUPする色を
見つけませんか。診断後に合
う色の口紅でメイクします。
カラー見本帳プレゼント♪

1,000円

①月3 〜 4回（月） ②月3 〜 4回（月）
17:00 〜 18:00 18:00 〜 19:00
月額3,600円〜 (税別) 月額4,500円〜 (税別)

貴女を輝かせる色
カラー個人診断

手相は誰一人として
同じ人はいません。
手相を勉強して、あ
なただけの開運方法
を手に入れて下さ
い。手相初心者のた
めの入門講座です。

3/28(土)10：30 〜 11:30

①異年齢の仲間との交流を楽しみな
がら、合氣道を通じて礼儀作法や心・
技・体を育みましょう。
②合氣道の技を取り入れた護身術。
とっさの体さばきと固め技など学び
ます。

東膳勇士

月4回（金）
月4回（土）
17:00 〜 18:00 12:30 〜 14:00
月額5,092円(税別) 月額6,000円(税別)

2/24・3/2・9・16(月)

当社から、教室の出席確認や講座情報や
ホームページ からもお申し込み承ります。《お客様へ》
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し

検索 JEUGIAカルチャー

はじめてのクラシックバレエ

公益財団法人合氣会 七段

羊毛フェルトでかわいい動物たちを作ろう

1F

いい
ね！

0725-50-5560

1,250円

お子様の個性を尊重した
温かみあふれる楽しいレ
ッスンを通して、美しい
姿 勢・集 中 力・豊 か な 情
緒性を育みましょう。

月4回（月）
19:30 〜 20:50
月額5,200円(税別)

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36 コムボックス光明池1F
10:00〜20:00
（日曜は18:00迄）

スタジオバレエインターナショナル講師

ストレッチ、筋力アップ、そ
してバレエ基礎を学ぶク
ラスです。
クラシック音楽
を楽しみながら、
伸び伸び
と身体を動かします。初め
ての方、
ブランクのある方
でも大丈夫です。

①【小学生】②【中学生〜大人】

能面を打つ！

● 見つけよう 新しい自分 素敵な仲間 ● ジャンル豊富に200講座以上が集う 総合カルチャーセンター

まで

2/18(火)・3/17(火)12:30〜15:30

クラシックバレエ基礎

時短家事コーディネーター
Basic

初級ベビーマッサージ講座
幼稚園教諭が教えるベビーマッサージ。赤ちゃんの
お肌の事や使用オイル、ベビーマッサージの目的・
効果・歴史などの基礎知識からご家庭やお仕事で
すぐに実践していただけるテク
ニックまでを1日で取得できま
す。試験は無く、履歴書にも書い
て頂ける今大注目の資格講座
です。赤ちゃんが好きな方、一緒
に楽しい時間を過ごしましょう。

4,500円〜 (税別)

2/23・3/1・8・15(日)

1,500円

①こども合氣道
②合氣道と護身法
米川憲久

月４回（日）
①11:30 〜 12:30・②12:30 〜 13:30
月額各5,000円(税別)

1,500円

日本初の写経誕生の地『川原寺』で写経体験

お申し込み受付中です

佐藤とも子

全2回

3/2・9・23(月)

心身統一合氣道指導員
合氣道五段

保存版

︽お電話・店頭・WEB にてご予約承ります︾

（公団）
日本手芸普及協会指導員
大塚あや子白糸刺しゅう講師

2/27・3/12・26（木）

月4回(火)・月4回(土) 月4回(火)・月4回(土)
17:00 〜 17:50
17:55 〜 18:55
月額8,000円(税別)
月額9,000円(税別)
2/25・3/3・10（火）
①2,000円
②2,250円
2/22・29・3/7（土）

木目込み教室

初心者の方から経験
者 の 方 ま で、丁 寧 に
指導致します。
ご希望
の方には資格取得も
可能です。

小山美帆

1,250円

一財）本田道子バレエ団付属スクール専任講師

「聴く」
「見る」
「さわる」
で 感 性を育 てます。
ピ
アノを習う前に身につ
け た い「音 感」
「リズ ム
感」
を楽しく学べます。

中植貴子

2/25・3/3・10・24(火)

春期号
講座案内

2/20・3/12・19(木)

1,500円

①合 氣 道 の 技を楽しく学
びながら、正しい姿勢と礼
儀を会得します。
②合氣道を通じて、技のみ
でなく正しい姿勢と心の使
い方を学んでいきます。

月3回（月）17:00 〜 18:00
月額4,500円(税別)

公益財団法人合氣会 六段

2020

①月4回(木)
②第1・3(木)
10:30 〜 11:30 11:30 〜 12:30
月額6,000円(税別) 月額3,000円(税別)

①【5歳〜小学生】②【中学生〜大人】

19:00 〜 20:00

【②ジュニア】

【15歳〜】

①自分の身は自分で護ること
をめざし、強い精神力と内面
美を磨きましょう。
②シニアにも安心してできる
合氣道です。

①元氣が出る合氣道教室
②生活に活かせる 合氣道教室
玉尾昌之

まずはバトンに慣れ
ることからはじめ、回
す、投げる、取る等の
技が出来るよう楽し
く指導いたします。

【①キッズ】

月3回（火）
18:15 〜 20:15
月額4,800円(税別)

藤本亜津子

HISAEバトンスタジオ講師

①女性合氣道
②シニアのための健康合氣道
米川輝美

第1・3（日）16:00 〜 17:30
月額3,000円(税別)

STREET ①JAZZ
ダンス
【年少〜小4】②【小5〜】
ダンスインストラクター

Lagoa do Abaete Japan 講師

ブラジル民族音楽に合わ
せてダンスや技を繰り広げ
る武道です。格闘技でもあ
り、
スポーツでもあるカポ
エイラ。楽しい 武 道 で す。
大人の方も募集中です。

礒貝文子絵画教室
【6歳〜13歳】
礒貝絵画教室専任講師

カポエイラ！ 【年長〜大人】

体験・見学・ 入会

ジークンドーとは国際的俳優で
あり、天才武道家であったブル
ース・リー師祖が生み出した武
道です。
カンフーの技術に、
レス
リング、
ボクシング、サバット、合
気道、柔道などの要素が取り入
れられた武術です。

ＪＡＺＺ HIP 【中学生〜大人】
HOP

3/26(木)

1,500円

ボビンレース
古谷咲江

楽しい手編み
宮内久代

ボビンレース講師

欧 州 伝 統 の 由 緒 あるレースで
す。特殊なボビンを使って台の
上で織っていきます。基礎から
始め、個人にあわせて進めてい
きます。

2/27・3/12・26(木)

2,500円

グリーンアドバイザー・
グリーンナレッジ・花育アドバイザー

洒落た容器と清潔な用土を使って、豪
華な花と緑のインテリア
（テラリウム、
ハンギングバスケット、
タブロー、サン
ドアートなど）
を手作りします。

2/17・3/2・16(月)

1,500円

草月会師範

第2・4(月)
①13:00 〜 15:00
②18:00 〜 20:00
月額4,000円(税別)
2,100円

2/24・3/9・23(月)

4/3・17(金)

第1・4(水)10:00 〜 12:30
月額5,000円(税別)
2/26・3/4・25(水)

2,000円

大人の朗読講座

NPO法人「絵本で子育て」センター絵本講師

2/17・3/16・4/20(月)

2,500円

大人のためのやり直し英語教室
June

英語講師・英検１級

学校では教わらなかった正しい英
語発音からはじめて語彙、文法へと
ひとつひとつ丁寧に進めます。

声を出す事は心の解放につながり、気持ちが
自由になる感覚を味わえます。若々しさを保つ
楽しい発声ワークと共にまずは好きな言葉を
声に出す体験をしに、ぜひいらしてください。

月3 〜 4回 (木)
〜 20:00【初級】20:00 〜 21:00
月額6,000円〜 (税別)

第3(月)14:00 〜 16:00
月額2,500円(税別)
2,000円

羊毛フェルト工房ku̲koko主宰

飼われているワンちゃん・ネコちゃんの写
真を見ながらオリジナルの作品を作りませ
んか。
レベルに応じて簡単な作品からワイ
ヤーで骨組みから作るリアルな作品までお
作り頂けます。

〜声を出して自由になろう〜
東條真由美

2,000円

羊毛フェルトでかわいい動物たちを作ろう
うえだゆみこ

着物リメイク講師

第1・3(金)13:00 〜 15:30
月額4,000円(税別)

癒しの空間を！草月流
勝又香陽・福良茜陽

北村タカ子

もう着ることも無い、でも捨てるのも勿体
無い。そんな着物地の美しさを活かして、
自分だけの素敵な洋服作りを、楽しみませ
んか？手縫いの方も大歓迎いたします。眠
っている着物をもう一度輝かせましょう。

日常空間を癒すよう創造力を発揮し、
個性豊かに花と向き合いましょう。

①第1(火)13:30 〜 15:30
②第2(水)10:30 〜 12:30
月額2,100円(税別)

①3/3(火) ②3/11(水)

日本手芸普及協会准師範

第1・3(月)10:30 〜 12:30
月額3,000円(税別)

グリーンアート教室（ガーデニング）
氏林のり子

おしゃれ着物リメイク講座

小物からウエアまで好きな作品を
作りながらかぎ針・棒針の基礎を学
べます。

第2･4(木)10:30 〜 12:30
月額5,000円(税別)

3/7・4/4(土)

3/3・17(火)

3,000円

【入門】19:00
2,500円

2/27・3/5・12(木)

1,500円

