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ライフオーガナイザー®
2級資格認定講座

ペットシッター士資格認定講座
日本ペットシッター協会講師

中村和美

「あなたを待っているペット達がい
ます」飼い主とペットの架け橋に
なるペットシッター士。2日間の講
座でペットシッター士を取得する
と、実務経験を経て第一種動物取
扱 業 の 中 の「保 管」
と
「訓 練」の 認
定を取得できるようになります。

まなびの場、ひとの集い、
ここにあります。

講座

4,620円（税込）
全2回52,800円（税込）
認定料･修了証:5,500円（税込） 申込締切 10/3(日)

講座

片づけ収納マイスター 2級認定講座

講座

清水麗子

講座

講座

10:30 〜 17:30(休憩含む）
全1回17,600円（税込）申込締切 各7日前
7,100円（税込、テキスト代、認定料込）

ミニキッズHIP HOP

お腹引き締めヨガラティス

楽しく学べるオリエンタルダンス

0725-50-5560

樋口隆秀

検索 JEUGIAカルチャー

古美術仏像研究会主宰

倉橋みどり

※コロナの状況によりお食事の内容が変更される場合がございます。差額返金あり。

1日 11/24㈬ 11:00 〜 14:30(解散予定)
講座

全1回7,460円（税込/保険料込/食事代込）

申込締切 10/7(木) ［定員10名］

別途拝観料：1,000円(税込)

※奈良国立博物館は満70歳以上の方は証明書があれば無料になります。

申込締切 11/14(日) ［定員15名］

10：00 近鉄奈良駅 地上 行基噴水前

0725-50-5560

戸﨑由佳

一般社団法人グルージュエル協会認定講師

手芸用ネットにレザーテープを通して作
るハイクオリティなレザーバッグ。お好
きなカラーでオリジナルバッグが作れま
す。材料費は作品により異なります。難し
い行程がないのでどなたでもご参加い
ただけます。

3日 10/14㈭・11/11㈭・12/9㈭
講座

13:00 〜 15:00
申込締切 10/12(火)
3 ヶ月全3回9,900円（税込）
4,500円〜 10,000円（税込）作品によって異なります

学び×遊び

こども実験教室〈年中〜小6〉
城戸研二

身近な科学を通じて学び・勉強を
遊びに変えていきます。様々な実
験に挑戦し、
まずは学ぶことに楽し
いと感じてもらうための実験教室。
理論的思考や想像力を育み、
豊か
な視点を獲得してもらいます。

アイドルダンス〈年中〜〉
AYUMI

全1回1,980円（税込） 申込締切 各日2日前

音感を育てるリトミック教室

〈0歳（首が座ったら）〜年少〉
相愛大学音楽学部ピアノ専攻卒

9/14・21(火)

1日 9/22㈬・10/27㈬・11/24㈬・
講座
12/22㈬ 各日13:30 〜 15:30
全1回2,750円（税込）

西松 梢

ＮiziＵ・TWICE・乃木坂・K-POPすべ
てのカワイイを踊りつくそう。
ダン
スの基礎やリズム感を身につけて、
たのしくアイドルしましょう。

アトリエみその
こども絵画教室〈5歳〜 12歳〉
彌園 まりこ

9/6・20(月)

1,980円

9/6・13・27(月)

9/14・28(火)

せき まきこ

9/18(土)10:30 〜 11:30

安田若紗

月3 〜 4回（火）
月額6,600円〜 (税込)
【チャイルド】

【幼児】

【ジュニア】

16:00 〜 17:00 17:00 〜 18:00 18:00 〜 19:00
9/7・14・21(火)

1,870円

2,200円

佐々木麻帆

スタジオバレエインターナショナル講師

プレバレエ・初級・初級ポアント。
基本的なクラシックバレエのス
テップを学び、
音楽性、芸術性を
育てます。
【プレクラス】

【初級】

【初級ポワント】

（土）15:00 〜 16:00 （土）16:10 〜 17:30 （土）16:10 〜 18:00
月額5,280円(税込) 月額5,720円(税込) 月額7,920円(税込)

9/11・18・25(土)

1,320円〜1,430円

こども書道〈4歳〜小学生〉
関 小瑞

細田隆之

古賀京子

競技、
スポーツとしての空手ではなく、
自己のペースで
行える鍛錬（身体・精神）護身として、道場の仲間と協
力し、互いの上達を目指す空手道です。体格・力の優
位な者だけが上達するのではな
い、誰にでもできるʻサバキ系空手
道ʼを基礎から指導いたします。

2日 9/13㈪・27㈪ 11:00 〜 12:00
講座

(日)16:00 〜 17:15
月額4,125円〜(税込)

9/12・19・26(日)

多田里花

暁書法学院講師

375円

9/3・17・24(金)

ダンサー

①月3 〜 4回（金） ②月3 〜 4回（土）
17:00 〜 18:00【初級】 16:30 〜 17:30【初級】
18:10 〜 19:10【中級】 17:40 〜 18:40【中級】
月額4,686円〜 (税込) 月額4,686円〜 (税込)

第1･3･4(金)
17:00 〜 19:00（60分間）
月額5,610円(税込)
1,870円

200円

2日 9/7㈫・21㈫ 20:15 〜 21:30

全2回6,754円（運営費・保険料込・税込）

初めての方でも大歓迎!!JAZZを
ベースにしたかっこいいダンス
を皆で一緒に踊りましょう。

①9/10・17・24(金) ②9/11・18・25(土)
9/25まで

550円

2,585円

申込締切 9/5(日)

広地克江

申込締切 9/12(日)
申込締切 9/9(木)

全2回3,344円（運営費・保険料込・税込）

4日 9/8㈬・15㈬・22㈬・29㈬ 20:00 〜 21:20
講座

全4回6,864円（運営費・保険料込・税込） 申込締切 9/6(月)

羊毛フェルトで
かわいい動物のブローチを作ろう
うえだゆみこ

お腹引き締めヨガラティス

（お子さま連れOK）
Sumiyo

羊毛フェルト工房ku̲koko主宰

講座

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

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！

かわいくてリアルな動物たちを作り
ます。
もちろんあなたのペットもＯ
Ｋ！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ブ
ローチを作りませんか？

2日 9/22㈬・10/6㈬ 10:00 〜 12:30

スタジオバレエインターナショナル講師

クラシックバレエやダンスに必要なイ
ンナーマッスルのトレーニングとストレ
ッチを中心にレッスンを進めていきま
す。ゆったりと身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日 9/7㈫・21㈫ 11:00 〜 12:10
講座

申込締切 9/20(月)

全2回6,600円（運営費・税込）

1,100円（税込）

全2回5,324円（運営費・保険料込・税込）

申込締切 9/5(日)

美と健康のゆったりストレッチ

Let's プレイズ ゴスペル・ヒッツ

50代からのゆっくりピアノ

石川紀子

Hanna Bunya

山口文子

エクササイズ＆ストレッチスクールangelique(アンジェリーク主宰)

運動不足の方も一緒に体を動かしませ
んか？ 股関節や肩甲骨まわりの筋肉を
やわらかく動かす事で、体は美しく変わ
ります。初めての方でも大丈夫です。

4日 9/9㈭・16㈭・23㈭・30㈭
講座

優しいバレエピラティス＆ストレッチ

協会認定インストラクター

2日 9/14㈫・28㈫ 20:00 〜 21:00
講座
9/11㈯・25㈯ 15:00 〜 16:00

Sacred Bellydance of Masako主宰オリエンタルベリーダンサー
インストラクター

基礎をとても大切にレッスンしていき
ます。解剖学を踏まえた正しい筋肉の
使い方を指導してくので、
身体に負担
なく自然に踊れるように導きます。

KID'S JAZZ HIP HOP〈小1 〜小6〉
yui

鉛筆、筆の持ち方。
しっかり
した線が書ける事。文字を
書く第一歩です。基本を大
事に指導します。親子での
ご参加も大歓迎です。

第2･4(月)
16:00 〜 18:00(この間の90分間)
月額3,630円(税込)
1,815円

日展入選・日本書芸院一科審査員
読売書法会幹事・寒玉会理事

Masako

講座

1,925円

①9/1・15(水) ②9/2・16(木)

700円

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、自己矯正であらゆる痛みを改善し、
筋トレで腰痛･肩こりを再発しないようにします。

〜セクシーなボディラインをめざして〜

(土)11:10 〜 12:10
月額5,775円(税込)

9/4・11・18(土)

1,320円

鈴木俊也

ベリーダンス

フリーダンサー

バレエの動作を取り入れながら、
激しくしなやかに踊るクラスです。
ダンスに必要な筋力・リズム感・柔
軟性を身につけていける様に指導
していきます。元気いっぱい楽しく
踊りましょう。

3,300円

背骨コンディショニング

NPO法人ラフターヨガ認定講師・アクセスバーズ認定講師

身体の不調は腸の不調か
ら。本人が気付かない滞
留便秘でいろんな不調が
起こります。
まずは運動不
足を改善し免疫力をアッ
プさせ若さをキープ！

kid'sジャズダンス〈小学生〜中学生〉
YUKO

総主師範

子供書き方教室・親子教室〈幼稚園〜中学生〉

鉛筆の持ち方、
50音の読み書
き漢字の書き順等を正しく指
導します。

9/13・27(月)

巧心空手道（こども）
〈5歳〜中学3年生〉

北米腹話術師協会会員

①第1･3(水)14:00 〜 15:30 / ②第1･3(木)14:00 〜 15:30
月額5,170円(税込)

30万人の腰痛が治った

腸ヨガですっきり！美脳と腸ヨガ

全2回5,544円（運営費・保険料込・税込） 申込締切 9/11(土)

MAHOバレエスクール〈3歳〜 12歳〉

チャタリック

輝け！わたしの 1ヶ月チャレンジ

プティフィーユバレエスタジオ講師

基礎から優しく指導します。
クラシッ
ク音楽に合わせて体を動かし楽しく
踊りましょう！年に１回発表会開催。
（自由参加）

9/15(水)

1,100円

550円

アニメの世界からキャラクター
が目の前に！？ 目と耳の錯覚を創
るマル秘のワザで、笑いのある
暮らしを始めませんか？★パペッ
トなしでも気軽にお始めいただ
けます。会話を楽しみましょう！

第3(水)10:30 〜 12:30
月額3,300円(税込)

3 ヶ月全6回15,180円（税込）

9/30まで

増設 〜人気講師による〜 キャラクター腹話術

ボタニカルクイリングジャパン認定インストラクター

細長い紙をくるくると巻いて、
色々な形を作り、お花やミニチ
ュアにします。初心者の方でも
簡単に楽しく始められると思い
ます。
ご一緒にクイリングを楽し
んでみませんか？

第1･3(土)10:30 〜 12:00

3,080円

9/9・30(木)

2,310円

ボタニカルペーパークイリング

東明学院専任講師

ミュゲバレエスタジオ主宰

第2･4(木)10:30 〜 11:45
月額3,300円(税込)

〜紙で楽しむ小さな手作り〜

全6回

益田よしみ

大人のための初心者対象の
クラスです。60代、70代、年齢
問わず無理なく楽しく、
まず
は心地よいストレッチから始
めましょう。

第2･4(火）14:45 〜 16:45
月額4,620円(税込)

1,980円

開運！幸せ手相講座

ミュゲバレエスタジオ〈女性対象〉
ビギナーリフレッシュクラス

公益社団法人日本将棋連盟公認指導員

伝統文化、将棋を始めまし
ょう。思考力、集中力、決断
力などが鍛えられ、老若男
女一生楽しめる趣味になり
ます。

こどもクラシックバレエ〈3歳〜 15歳〉

HISAEバトンスタジオ講師

村上信介

第2･4(火）17:00 〜 18:30
月額3,960円(税込)
9/14・28(火)

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!

〜人気講師による〜大人将棋教室

公益社団法人日本将棋連盟公認指導員

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。手相の見方を身に付ければ、人の長所や
短所、才能、考え方などさまざまな
事が手のひらから見えてきます。

第1･3(月)17:00 〜 18:30
月額6,160円(税込)

月3回(月)17:00 〜 18:00
月額5,610円(税込)

1,573円

大阪芸術大学芸術学部卒

頭に描いたものが形になる喜
び、思わぬものが出来てしまう
驚きをお一人、お一人に感じ
てもらえる教室を目指します。

思い通りにバトンが操れる
ようになることを目標に、
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
の技ができるよう楽しく指導
いたします。

月3 〜 4回(火)17:00 〜 18:00
月額4,719円〜 (税込)

ひとつ1,500円（税込）

村上信介

心構えやマナー、礼儀をしっかり身につけ一
人でも勉強できるよう、棋譜を読めるように
する。基本的な駒組と考え方、詰みのパター
ン、駒の手筋、戦法（棒銀や中飛車等）、囲い
とその破り方を学ぶ。時々、格言カルタやミ
ニ大会、
リレー将棋などで楽しみます。プロ
の将棋、生徒の将棋の解説。

申込締切 各日3日前

バトントワリング〈年少〜〉

ダンスインストラクター

9/7・14・21(火)

1日 9/3㈮・17㈮・10/1㈮・15㈮・
講座
11/5㈮・19㈮ 各日17:00 〜 19:00(60分間)

第2･4(火)15:00 〜 15:45
月額3,960円(税込)

1,100円

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って、
かわいい来年の干支「虎(とら)」
を作りましょう。※木目込み人形
は古来より日本で親しまれてき
た伝統的工芸品です。

「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。理論的思考や想像力を育
み、豊かな視点を獲得してもらい
ます。

第4(日)14:00 〜 15:30
月額2,750円(税込)

2,750円

佐藤とも子

これから字を覚えるお子さまや
既に持ち方に癖がついている
お子さま向けに正しい鉛筆の
持ち方をお伝えします。
しっかり
文字が書けるよう丁寧に指導い
たします。文字の筆圧改善に。

藤本亜津子

サイエンスコミュニケーター

9/26(日)

日展入選・日本書芸院一科審査員
読売書法会幹事・寒玉会理事

多田里花

こども将棋教室〈4歳〜〉

11：00 大和路線（関西線）
「大和小泉」駅改札前

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▶▶

●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。

木目込み人形で作る
来年の干支「とら」
を作る

奈良市観光大使、俳人

奈良の慈光院は石州流を始めた片桐石州公ゆかりの寺院で、表門から庭園
に至るまで、境内全体が一つの茶席として造られており、石州公の演出を、
三百年を越えて体感することができる全国的に見ても貴重な場所です。庭
園を眺めながらお薄で一服する特別拝観のあとは、名物「たまねぎの丸煮」
など心づくしの精進料理をお召し上がりいただきます。晩秋の一日、俳人で
奈良市観光大使もつとめる倉橋みどりさんのガイド付きです。

※当日別途：昼食代1,650円/拝観料700円(税込)

えんぴつの持ち方
見直し教室〈年長〜小3〉

一枠15分先着順
申込締切 12/4(土)
お時間はお問い合わせください。

石州作名庭園と絶品精進料理を愉しむ
〜奈良 慈光院300年の時を超えて〜

10時〜20時
（日曜10時〜18時）

レザーテープで作る
エレガントバッグ 3ヶ月全3回

講座

全1回1枠1,100円（税込）

全1回2,860円（税込/保険料込）

https://culture.jeugia.co.jp

1日 12/5㈰ 13:00 〜 16:00

「クリスマスバージョン」
1,500円（税込）

申込締切 各3日前

講座

「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!

「ハロウィンバージョン」
全1回2,200円（税込）

1日 10/15㈮ 10:00 〜 15:00(予定)

総合TOPページは
こちらから

当会場の
TOPページは
こちらから

東明学院認定講師
〜手相は人生を生きるヒントになる〜
手相はあなただけの運命の縮図です。
人生を切り開いていくために自分の運
命をプロの鑑定士に見極めてもらい
2022年を幸せに過ごしませんか？

講座

奈良国立博物館の重要文化財である仏像を鑑賞。
その後
平城京の外京として江戸末期から明治にかけて町家や老
舗がある
「ならまち」
を散策。

〒594-1101 大阪府和泉市室堂町824-36
コムボックス光明池1F

手相個人診断
〜 2022年運勢占い〜

JCA公認インストラクター

奈良国立博物館とならまち散策

［電話受付］
10:00〜20:00
（日曜10:00〜18:00）

全1回3,300円（税込）

申込締切 各日3日前

1日 10/14㈭ 13:30 〜 15:30 12/9㈭ 13:30 〜 15:30

全1回3,300円（税込）申込締切 各3日前

●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》

1日 ①9/25㈯ ②10/23㈯ ③11/27㈯
講座
④12/18㈯ 各日①10:30 〜 11:30 ②13:00 〜 14:00

重ねた紙色を活かし、切って描
きま す。立 体 的 な 作 品 が 魅 力
的！飾ったり、贈ったりできるよ
うに仕上げます。お家に飾って
も良し！メッセージを添えてプレ
ゼントにしても良し！

1日 ①10/16㈯ ②11/17㈬ 10:30 〜 12:30
講座
③12/5㈰ 13:30 〜 15:30

Grand Color 認定パーソナルカラー講師

あなたの魅力をUPする色をみつけませ
んか。診断後にあなたに似合う色の口
紅をベースに全体のメイクを仕上げま
す。
カラー見本帳プレゼント付き♪

10:30 〜 17:00(休憩含む)
全1回16,500円（税込） 申込締切 各3日前
7,150円（税込、テキスト代、認定料込）

竹内 いく子

家の中の不用品を自分で売ってみま
せんか？フリマアプリ
「メルカリ」の
使い方、売り方が学べる初心者向け
の講座です。
メルカリやってみたい
けど・・・っていう方！チャンスです！

大東清美

彫紙アートで作る
ハロウィン・クリスマスカード

整理収納コンサルタント

11,550円（税込）

〜貴方を輝かせる色〜 カラー個人診断

1日 ①10/6㈬・②12/12㈰

はじめてのフリマアプリ講座
尾崎優里

全1回9,900円（税込）

申込締切 各日3日前

発達支援教育士認定講師

ノーマライゼーションの理念に基づき、子どもたち
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、保護者や家
族、関わりを持つ身近な人たちが子供の自立をフ
ァシリテイト(＝促す)方法を一緒に考えます。発達
障害・グレーゾーンと言われる子ども達の生活をサ
ポートするためのアイデアや ヒントを紹介します。

1日 ①10/3㈰ ②11/27㈯ ③1/29㈯

1日 ①10/9㈯ ②11/30㈫ 10:30 〜 16:30
講座

発達支援教育士認定講座

整理収納アドバイザー 2級認定講座
整理収納コンサルタント

テレビや雑誌など、
メディアで注
目の片付け講座。毎日をより快適
に過ごすために！基本的な「整理
の 考え方」、具 体 的 な「整 理 の 方
法」、実践的な「収納のコツ」
を事
例を交えて詳しく学ぶことができ、
資格も取得する事ができます。

サックス

テレビでも紹介されました！生前整
理の資格講座です。是非この機会に
お 受 けくださいませ。生 前 整 理と
は、物・心・情報を整理して、今よりも
っと幸せに生きるための究極の片
付け。最高の人生を送るために！
！

10:30 〜 16:30(休憩有)
全1回9,900円（税込） 申込締切 11/26(金)
9,900円（税込、テキスト代、認定料込）

整理収納アドバイザー 2級認定講座

日本清掃収納協会
片付け収納マイスター 1級認定講師

中川智子

1日 11/29㈪

一般社団法人ハウスキーピング協会

〜壊れた器が蘇る〜金継講座

生前整理アドバイザー 2級認定講座

日本清掃収納協会
片付け収納マイスター 1級認定講師

片付けられない心理の理解や物が
あふれる仕組みを学びます。必要
なモノが すぐに取り出
せるスッキリとした空間
を手に入れませんか。

全1回9,900円（税込） 申込締切 各3日前
9,900円（税込、テキスト代、認定料込）

今日から弾ける「沖縄三線」〜沖縄の風に吹かれて〜

各日：10:30 〜 18:00(休憩あり) 申込締切 各10日前
全2回38,500円（税込/教材費・認定料込）

申込締切 各7日前

中川智子

1日 ①9/26㈰ 10:30 〜 13:30
講座
②11/6㈯ 13:30 〜 16:30 ③12/5㈰ 10:30 〜 13:30

尾崎優里

2日 ①10/23㈯・30㈯ ②12/4㈯・11㈯
講座

1,650円（税込）
全1回14,850円（税込）
認定料：5,500円（税込）サブテキスト：1,650円（税込）

日本清掃収納協会
清掃マイスター 1級認定指導員

お掃除にはコツがあります。ただやみくも
にがんばっても、いつまでたってもキレイ
になりません。
まずは自分のスキルアップ
をしていきましょう。3時間で2級認定講座
が修得でき、楽しくきれいな空間を手に
入れる事ができます。

布花〜暮らしの中にそっと〜

あなたの趣味や特技を高齢化社
会で活かしませんか！？介護の現
場ではレクリエーションサービスが重要
視されてきております。当資格は介護や
高齢者に対する基礎知識を学び、
自分
の趣味や特技を活かした介護レクリエ
ーションを企画・提案･実施できるように
なる事を目的とした資格です。

1日 10/31㈰・12/26㈰ 各日10:30 〜 17:30（休憩あり）

清掃マイスター 2級認定講座

あとりえほしみらい ひかり☆アート・絵本教室 フレーミング・Art collage 〜楽しいフランス額装〜

一般社団法人日本アクティブコミュニティ協会認定講師

一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会マスターライフオーガナイザー 2級認定講師、
Gift代表

◆暮らしや人生を整えるためのプロの方法が
学べる！
物や空間だけではなく、暮らし・人生を最適
化する考え方と手法を学び、
ご自身の暮らし
に生かしていただける講座です。

2日 10/10㈰・24㈰ 各日13:00 〜 17:00（休憩あり）

中川智子

レクリエーション介護士2級講座

10:30 〜 11:30 申込締切 9/7(火)
全4回7,084円（運営費・保険料込・税込）

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
機会もありますよ♪英語の発音もき
れいに！

2日 9/8㈬・22㈬ 19:30 〜 21:00
講座

全2回6,600円（運営費・税込） 申込締切 9/6(月)

この秋！新しい自分を発見

東京音楽大学ピアノ科卒

『もうトシだから今さら無理』
と諦め
ていませんか？
『弾きたい！』
という強
い気持ちがあれば、何歳からでもピ
アノは弾けるようになります。歌うよ
うに、いち音いち音、弾いてみましょ
う。簡単な曲でも心に響きますよ。

2日 9/9㈭・23㈭ 時間はお問合せ下さい
講座

全2回7,260円（運営費・税込） 申込締切 9/7(火)

