新田尚子

一般社団法人 日本美姿勢協会
マスター介護予防ストレッチトレーナー

有田 桜

10:00〜16:00

7,050円（認定料、税込）

呼吸法と簡単なポー
ズを毎月違うテーマ
でサポート。有用微生
物群と共に生きる健
康法をお伝えします。

受講料1,500円（税別）／回

樋口隆秀

古市古墳群見学と国宝秘仏拝観〜葛井寺・道明寺

受講料3,000円（税別）／回

仏像のいろは〜仏像のここを見る

5/19（火）

仏像のいろは〜鑑賞力アップ

6/16（火）

仏像のいろは
〜是非見ておきたい仏像ベスト10！

7/21（火）

こころを探る〜如来編
こころを探る〜菩薩編

5/18（月）10:00〜16:00

受講料2,500円（税別）／回

拝観料 1,000円

受講料2,500円(税別)（保険料込）
昼食代 1,800円

5/11（月）

13:00〜15:00

受講料 一般1,700円(税別)
会員 1,500円

小田 剛

4/6(月)13:30〜16:30

Ⓒ（公財）大阪観光局

10:00〜11:30

受講料1,500円（税別）／回

槇村レイラ

世界の料理 ピロギ・ジャパン主催

沖縄料理編
6/23（火）

11:00〜14:00
受講料4,000円（税別）(材料費込）

地中海料理編
8/10（月祝）

11:00〜14:00
受講料4,000円（税別）(材料費込）

ＪGA日本グルーデコ 協会

話題のWグルーデコ（カ
ラーが入った特殊ボンド）
の上にスワロフスキーの
チャトン
（ストーン）
をの
せ、簡単にハイクオリティ
ーなオリジナルアクセサ
リーなどが作れます。

10:00〜11:30

受講料1,500円（税別）／回

北摂の城跡をたずねて
〜高槻城
高槻は京都から西国街道を経て西
日本に至る交通上、重要な位置にあ
ります。織田信長はこの高槻の地利
に注目し高山右近を城主としまし
た。(右近はキリシタン大名として南
蛮文化の担い手でもありました。）江
戸幕府もまたこの高槻を重視し譜代
大名を城主としました。今回はその
城跡を訪れ歴史を追体験します。

4/19(日)13:00〜16:00

1,500円〜／個

京都を歩く
(第1火曜コース)（第3火曜コース）(土曜コース)
大谷大学非常勤講師

京都には、その長い
歴史から生まれた文
化、芸術があります。
京都の奥深い世界
について、実際に歩
いて追体験します。

Ⓒ（公社）高槻市観光協会

受講料 一般2,800円(税別)（保険料込）

第1(火)・第3(火)
第3(土)
9:45 〜 15:00
12:15 〜 16:15
月額3,000円(税別) 月額2,800円(税別)
（火曜）3,000円（土曜）2,800円

会員 2,600円 観覧料 500円

小学生りょうり教室
（第３土曜）
（第４土曜）

Sugar Cookie Icing主宰

【小学生】

健康料理研究会
お料理が好きなお子様に、学校の
調理実習とは違った食育をしませ
んか？食べることだけではなく、い
ろいろなことに興味がわき元気に
なりますよ。

箕面国際交流協会

中川ノック COMM CAFEシェフ
[メニュー]

○マサマウンカレー アザード添え
○緑野菜のタイ風炒め
○タピオカとココナッツミルクのデザート

10:00〜11:30
受講料 大人1,500円（税別）／回
キッズ 1,000円（税別）／回

1,500円

500円／1セット

甘さひかえめ

甘さひかえめ手作り和菓子
髙田郷子

山城祥人

沖縄 居小屋 店主

4/10（金）
・11（土）
・13（月）
・15（水）
・16（木）

[メニュー]

外郎（蝶々）、焼き餅（白・蓬）

○ゴーヤちゃんぷるー
○人参しりしり
○もずくかきあげ
○なんこつソーキ

5/17（日）
・18（月）
・19（火）
・20（水）
・21（木）
小麦粉饅頭（木の芽）、練り切り
（落とし文）

6/14（日）
・15（月）
・16（火）
・17（水）
・18（木）

きんつば、雪平（紫陽花）

藤田喜隆

地中海料理アッラパーチェ
オーナーシェフ

[メニュー]

○すいかとフェタチーズのサラダ
（ギリシャ料理）
○シシケバブ（チキン）
（トルコ料理）
○イカとブロッコリーのアーリオオーリオ
（イタリア料理）

7/7（火）
・8（水）
・9（木）
・10（金）
・11（土）

ふく

カラフル 団 子 の あ
ん み つと花 の 練り
きりを作ります。
自
分でお抹茶を点て
て、
自作の和菓子を
試食します。

大橋正幸

9/13（日）
・14（月）
・15（火）
・16（水）
・17（木）

おはぎ
（くるみ・ごま）、抹茶水羊羹

10:00〜13:00

受講料1,500円（税別）／回

7/28（火）
・7/29（水）
・7/30（木）
10:00〜13:00

受講料（親子各1名）1,500円（税別）／回

1,500円（税込）／回

池田宗加

［駐車場 ］
建物北側にあります

会場案内図
←池田
←宝塚
←神戸

176号線

奈良宗香

裏千家正教授

お茶をたてて相手の方と忙しい
中一時を楽しみましょう。花を見
たら美しいという心が生まれま
す。おいしいお菓子を食べてゆっ
たりとした心ではじめましょう。

第2・4(水)10:00 〜 12:00
月額4,000円(税別)

受講料17,000円(税別)／回

1,000円
500円

4/11(土)11:30 〜・13：30 〜

池中伸幸

日本将棋連盟棋士七段

第2・4(水)
18:00 〜 20:00
（内90分）
月額4,500円(税別)

将棋教室（一般コース）

1,750円

一方通行

市民文化会館

第1・3(火)13:30 〜 15:30
月額3,000円(税別)

交番 病院

→箕面

梅田↓

石橋阪大前駅

商店街
商店街

500円

クレイフラワー花工房教授

はじめての囲碁
各 人 に 合った 問 題 集 を 使
い、基本的な知識や戦力を
つけるための練習を行いま
す。生徒間や先生との互い
戦での練習を行います。

フリーアナウンサー

自主性を伸ばすためには
「学ぶ目的」
を明確に
すること。学校や塾では教えてもらえない、
コ
ミュニケーション能力、交渉力などの社会性が
身につく習い事。遊べば遊ぶだけ社会で活躍で
きる子供に育つ教育方法！

第2・4(日)13:00 〜 15:00
月額4,000円(税別)

第2・4(日)11:00 〜 12:30
月額3,000円(税別)

第4(木)13:00 〜 14:30
月額3,000円(税別)

3/22(日)13:00 〜

3/22(日)11:00 〜

2,000円

3/26(木)13:00 〜

1,500円

はじめての手相入門教室

1,000円

人生がたのしくなる選べる占い教室

鑑定士

第2・4(月)14:45 〜 16:15
月額4,000円(税別)

第1・3(金)13:00 〜 14:30
月額4,000円(税別)

3/23(月)12:00 〜 12:45

日常中国語会話

5回の講座でいろいろな占い方法(命術･卜術・
相)を学びましょう。

4/5(日)

恵みの吉方位（九星気学）

500円

ホクラニフラスタジオ主宰

第2・4(水)13:00 〜 15:00
月額2,000円(税別)

第1・3・4(火)13:00 〜 14:30
月額4,800円(税別)
1,500円
音源代 500円

3/27（金）19:00 〜

楽しく学ぶ

【小学生〜中学生】

子どものマナーとお煎茶教室
可愛いお道具を使うお煎茶のお
稽古の中で、ご挨拶から、靴の揃
え方、お箸の持ち方など大切な
日常マナーも学びましょう。

9/6(日)

500円

3/14（土）13:30 〜

1,000円

TVや映画でおなじみの軽やかでかっこいい
リズムタップダンスを踊ってみませんか？初
めてでも大丈夫です！まずは靴を鳴らすとこ
ろから始めます。
また、健康は足腰から！ふく
らはぎのポンプ機能を強めることでアンチエ
イジングも期待できますよ！

第2・4(水)19:00 〜 20:15
月額4,600円(税別)

1,600円

姓名判断Ⅱ

五行の色を知ろう四柱推命

楽しいお煎茶教室

2,000円

ルルベちゃん認定講師コース
藤原かおる
ルルベちゃんの認定講師一日コースです。認定講師になると、ルル
ベちゃんの本体の購入や、
フリーレッスン、認定講師コースのレッス
ン販売などができるようになりますよ♪趣
味でたくさん作りたい！という方にもおすす
めです！
（4体のルルベちゃんを作ります。）

受講料2,500円(税別)／回
500円／回

【小学生〜中学生】

小笠原總領家煎茶道
関西支部師範

3/14（土）14:00 〜

300円

10:30〜12:00

親子で和食とお煎茶体験教室

小笠原總領家

第2(土)
14:00 〜 16:00
月額3,000円(税別)

タップダンスインストラクター

3/25（水）19:00 〜

姓名判断I

鎌倉時代から続く小笠原總領
家の煎茶道です。日常生活にも
生かせる「美しいしぐさ」やマ
ナーも併せてお伝え致します。

第2(土）
13:30 〜 15:00
月額2,000円(税別)

リズムタップダンス【小学生〜】
もりたひろこ

7/5(日) 8/2(日)

十河啓慎

月4回（金）19:00 〜 20:30
月額6,000円(税別)

3/28(土)12:30 〜

人相＆手相

3/6(金)14:15 〜 14:45

中国語講師

『中国旅行で話せるようになりた
い』
『中国の友人と中国語で話し
たい』
『趣味で中国語を始めたい』
楽しく日常中国語会話を使いなが
ら、中国語を身に付けましょう。

第2・4(土)12:30 〜 14:30
月額2,400円(税別)

3/24（火）13:00 〜

新田尚子

使えば使うほど成長する脳の仕組み！テーブル
の上で、手先を使い、脳を楽しませてくれるテ
ーブルゲームの世界！新たな出会いを体感し
てみましょう！

手のひらにある(線)には、意味や名称があり
ます。
この講座では、
ひとつひとつの線を実
践鑑定していきます。

張 紅延

心地よいハワイアン音楽に合わせて、
優しい気持ち、優雅なモーションで楽
しくフラを踊りましょう。

500円
500円

ボードゲームクリエーター

5,000円

音読サロン

【小学生】

ボードゲームスクール

四柱推命とは、生年月日(時間)から仕事、家
庭、健康、配偶者、金運等を占っていきます。
実占の鑑定ができる講座です。

ちょう こうえん

京都囲碁サロン講師

生の花に近づけ、花の美しさを
質感や色彩とも自然のままに
樹脂粘土で作る花です。

3/25(水)13:00 〜

「考える力」が身につく！

発 声、発 音、
呼 吸 法、滑 舌、顔 筋 体 操、
笑顔、姿勢。円熟世代にこそ必要なレ
ッスン！字を読む、人と話す、
コミュニ
ケーション術、音読を通して仲間をつ
くり、心身ともに充実の毎日を過ごし
ませんか？初心者大歓迎！

四柱推命学入門教室

合同無料説明会

2,000円

角谷恵夢

3/28(土)10:00 〜 12:00(1回30分）

6/7(日)

4/4（土）15:30 〜

藤津敏晃

月2回（土）
10:00 〜 12:00
（1回30分）
月額10,000円(税別)

500円

藤原萠乃

初めてのレッツフラ フラダンス

パンフラワー

※教授免許も取得可能。

豊島野公園

阪急宝塚線石橋阪大前駅下車 西へ徒歩10分

(公社)全日本能率連盟マスターマネジメントコンサルタント
(公社)日本コントラクトブリッジ連盟世界選手権シニアボウル日本代表

脳のトレーニングジム

日本将棋連盟普及指導員

第1・3(土)
15:30 〜 17:30
月額4,000円(税別)

本格的なヴォイストレーニングや音
楽・リズムに合わせて体を動かし、
楽しく音楽とふれ合おう♪

中学英語につながる基本の読み、書き、発音
を、
テキスト・カード等で自然に楽しく身につ
けていきます。

4/7(火)17:00 〜

Voice Master代表
（社）
日本音楽著作権協会会員
（社）
日本作曲家協会会員

吉永真悟

Intercultural Learning Ashiya語学講師
和英佑学社代表

渡辺ユイカ

テーブルゲーム教室

3/25(水)19:00 〜 19:30

2,025円

森 信雄七段
森 幸士

主宰

1,000円
体験用マウスピース代 150円

キッズ☆ヴォイトレ（個人）
【小学生】

【小学4年〜6年】

中学準備英語クラス(A)

まっさん

マサチューセッツ工科大学で開発され
たプログラミング言語Scratchとパズ
ルアプリで「見て・考えて・作る」
プログ
ラミングをマスターしましょう。

第2・4(水)16:30 〜 18:00
月額4,050円(税別)

4/12(日)14:45 〜

1,750円

小学高学年のための

(有)ICTエデュ講師

2020年に小学校でプログラミングが
必修化されます。パズルアプリ、
プロ
ゼミ、ScraｔｃｈJr.、Scratch、計算ア
プリ、
LEGO®ロボットプログラミング
等の学習を通して、
「考える力」
と
「創
造力」
を高めるレッスンを行います。

【年中〜小学生】

第2・4(日)14:45 〜 16:45
月額3,000円(税別)

500円

プログラミング思考UP講座

【小学生】

パズル＆ロボットプログラミング教室

第1・3(火)14:00 〜 15:00
月額3,500円(税別)

第1・3・4(火)17:00 〜 18:00
月額3,600円(税別)

3/24(火)16:00 〜

一般社団法人 日本スポーツウエルネス吹矢協会
公認指導員

中村則夫

ZUMBAインストラクター

3/17(火)14:00 〜

第1・3・4(火)
16:00 〜 18:00
月額3,600円(税別)

（午後クラス）

スポーツウエルネス吹矢健康法
(日曜クラス)
細い筒から円形の的を目がけて矢を放
つ。誰でも手軽に楽しみながら健康効果
も期待できるスポーツです。

こども書道教室 【5歳〜中学生】
松田司峰

500円

世界各国のリズムと音楽にのせて楽しく踊
るエクササイズ。脂肪燃焼や体力の向上な
ど嬉しい効果も期待できそう♪

30,000円（税別）
（ディプロマ代込）
／回

文字は誰でも一生使うものです。
だから正しくきれいな字の方
がいいですよね。そうするには、小さい時から習うのが大事で
す。毛筆と硬筆、
ともに毎月の課
題にそって、楽しく、
しっかりと学
んでいきましょう。

11:30 〜 12:30 13:30 〜 14:30
月額4,000円(税別)

「見て・考えて・作る」

ペガ

5/20（水）
・8/5（水）10:00〜15:00

おもしろサイエンスドクター

3/20(金祝)12:30 〜

ZUMBA 〜ズンバ〜

通常月1回×3 ヵ月の講座を1日で取得できます。
ア
ロマを使わない為、年齢、性別に関係なく誰にでも
施術が可能です。指先〜肘まで40分間のトリートメ
ントでタオルとオイルだけで始められます。取得後
はいろいろな方面での活動が可能です。

書象会司峰支部

1,000円
1,000円

ダンスフィットネスエクササイズ

〜 1日で資格取得が出来る〜

【小学生】

バランスボールを使って音楽
に合わせて弾みながら、有酸
素運動や筋トレ、
ストレッチ
等行います。

第1・3(金)
12:30 〜 14:00
月額3,600円(税別)

3/18(水)14:00 〜

ハンドトリートメント
トレーナー講座

理科は好きだけど、おうちでできない…。そんな
みんな集まれ！目の前で見て、
自分でもやってみ
て、理科や科学の力をつかった工作をつくって
たのしむ60分！みんなのお家にある物、簡単に手
に入るものを使って実験達人になっちゃおう！

第2・4(土)

1,000円
500円

一般社団法人体力メンテナンス協会認定
バランスボールインストラクター

白石 愛

第1・3(水)14:00 〜 16:00
月額3,000円(税別)

3/19(木)13:00 〜

バランスボールエクササイズ

家元正教授

第1・3(木)13:00 〜 15:00
月額4,000円(税別)

第3(水)・第3(日)10:00 〜 12:30
3 ヵ月全3回一括20,000円(税別)

（午前クラス）

浜野八千甫

表千家教授

ハンドトリートメント検定トレーナー
ナースセラピスト
JAA加盟校LARME 〜ラルム〜オーナー

このハンドトリートメントは場所を選ばず、
アロマを使
わず、
タオルとオイルのみで行えるのが魅力の講座で
す。赤ちゃんから高齢者の方はもちろん、妊産婦さんに
まで幅広く行えます。

Dr.マック

華道未生流(庵家)
暮らしの中に花のある生活を。伝統の花から
身近な花まで、幅広く学ぶ楽しい講座です。

ハンドトリートメント検定講座
（日曜コース）
（水曜コース）
4月クラス/7月クラス
大塚裕代

〒563-0031
ホームページからも
大阪府池田市天神1-9-3
お申し込み承ります。
池田市立 カルチャープラザ 内 検索 アゼリアカルチャー

お稽古を通して、季節を感じながらおも
てなしの心や無駄のない自然な身のこな
しを楽しく学ぶことのできる講座です。

1,000円
500円

4/8(水)10:00 〜

今、豪華客船でのクルーズ旅行が人気ですね。
船では毎日、
ブリッジの競技会が開かれている
ってご存知でしたか。知的で社交的なブリッジ
はそんな貴女にピッタリの趣味。是非、基本だ
けでも知っておいては如何でしょうか。

荒起恵子

阪急宝塚線高架 天神
171号線
京都→
天神西

箕面川

(池田市立 カルチャープラザ内)

大阪→

空港↓

…消費税は別途要します。
（税別表記） 《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
…税別表記ですが、講座により 各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。
税込の場合もあります。

↑畑

●入会金は3,000円(税別)です。
(ご家族の方は入会金が半額になります。
)
入会と受講のご案内
●ご入会は毎月随時受け付けております。
（途中入会可能）
●受講料は3ヵ月分前納制です。
更新月は、
4月・7月・10月・1月です。
●消費税は別途要します。
●受講料には特に明記した場合の他は、
教材費・材料費・その他費用は含まれておりません。
●資格認定講座の試験料・認定料等は別途要しますのでお問い合せ下さい。
●受講者数が一定に満たない場合や講師のやむを得ない事情等で講座を延期または中止
することがあります。
●都合によりレッスン日や教室等を変更する事があります。

茶道 表千家

科学じっけん（午前クラス）
（午後クラス）

3/31（火）13:30 〜

2,000円(税込)／回

宣真高校 一方通行

ホームページ からもお申し込み承ります。

茶道 裏千家

できる！つくれる！

第1・3(土)13:30 〜 15:00
月額3,500円(税別)
4/4（土）13:30 〜

体験・見学・受講等、事前のご予約
お申し込みをお願いいたします。

［電話受付］10:00〜17:00
※毎月第2火曜は休館

コントラクトブリッジ入門（プレイ編）
火曜クラス

きな粉プリン、笹団子

［電話受付］
10:00〜17:00
（毎月第2火曜は休館）
［FAX］
（072）
761-0439

検索 アゼリアカルチャー

【5歳〜小学生】

おやこ和菓子教室
和菓子教室

072-761-0660

門下に糸谷哲郎八段や山崎隆之八段、映画『聖の青春』の主人公故村山聖九段ら棋士
の弟子12名、女流棋士3名がいる森信雄七段が直接指導する教室です。初心者から上
級者まで、
レベルに応じて丁寧な指導をします。将棋を通じて心を鍛える、棋力アップ
を図る、礼儀を重んじるのが目的の教室を目指しています。

700円(税込)

姿勢を正しくバランスのとれた身体をつくるピラティス（水曜）
（金曜）

総合カルチャーセンター

3/18(水)11:00 〜 11:30・6/17（水）13:00 〜 13:30

森 信雄

おつとめ帰りのフラ

［池田市外にお住まいの方もご受講いただけます］

全3回30,000円
（税別）
（ディプロマ代込）

森 信雄七段

ポーセラーツ（月曜クラス）（日曜クラス）

ジャンル豊富に200講座以上が集う

こども将棋教室(入門〜初級)

第3(土)・第4(土)
10:30 〜 13:00
月額1,500円(税別)

小学生から大人の方まで楽しくフルートを♪

発行：池田市立カルチャープラザ
［いけだ市民文化振興財団］ 発行日：2020.3.1

3/25（水）16:30 〜

8/9(日)

夏休み
アイシングクッキー

やさしい腹話術

新規

3/15（日）
・4/19（日）
・5/17（日）
・
6/21（日）
・7/19（日）
・8/23（日）

受講料3,000円（税別）／回

春休み
アイシングクッキー

入会と受講のご案内

体験・見学も承ります

狂言方

日本人の美意識、礼
儀作法、武士として
の 立 ち 居 振る舞 い
を体系的に学ぶ。素
襖や長裃、狂言袴な
どの着付体験あり。

父の日
アイシングクッキー

○フェズの郷土料理 クスクス
○イワシのスパイシーフライ
○モロッコのスパイシーサラダ
○ブリュワーツ

072-761-0660

ご入会受付中

＊hikaru＊

能楽

3/22(日)

〒563-0031 大阪府池田市天神1-9-3 池田市立 カルチャープラザ 内
体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

安東 元

夢かわスウィーツ
松井和代

2,000円／回

グルーデコ でアクセサリーを作ろう

6/21(日)

[メニュー]

10:30〜13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

4/2(木)・4/16(木)

受講料1,500円（税別）／回

狂言装束の意匠と着付け

杉本 理

今年の大河ドラマは明智光
秀を主 人 公とします。そこ
でこの講座では大河ドラマ
を10倍おもしろく見るため
に光秀は言うまでもなく、細
川幽斉・ガラシャ・忠興の話
をしていきます。

世界の料理に挑戦しよう〜ワールドクッキング〜

5/14（木）

2,000円／回

前龍谷大学客員研究員

受講料 一般3,100円(税別)（保険料込）

タイ料理編

10:00〜12:00

受講料2,000円（税別）／回

大河ドラマを10倍おもしろく見るために
〜明智光秀

令和2年の大河ドラマの主役、
明智光秀にちなんで大阪城と
光秀の娘・ガラシャのゆかりの
地を訪ねます。大阪天満宮から
大阪城、玉造稲荷神社、聖マリ
ア大聖堂、越中公園、難波宮跡
や大村益次郎が亡くなった地な
ど 大阪 を再発見しましょう。

月替わりで各国の料理を作ります。世界の名物料理をレパートリーに加えましょう。

10:00〜13:30
受講料4,000円（税別）(材料費込）

4/17(金)・5/14(木)

10:00〜12:00

2日講座

（料理教室）

4/19(日)

受講料2,500円（税別）／回

受講料2,500円（税別）／回

お部屋のインテリア
として気軽に飾れる
ドライフラワーをガ
ラス容器にアレンジ
したお花を作ります。

5/13（水）

やわ肌を目指す
ハトムギ石けん

3/21(土)・6/2(火)・8/20(木) 3/18（水）
・6/13（土）
・8/26（水） 3/21（土）
・4/4（土）
・
10:30〜12:00
10:30〜12:00
5/2（土）
・6/6（土）
4/10(金)のみ13:00〜14:30 4/19（日）のみ13:00〜14:30 12:00〜14:00

会員 2,900円

モロッコ料理編

4/17（金）

ハーブ香るカモミールと
ハチミツの石けん

フラワーボトル認定講師

お申し込み受付中です

今年も恒例のいけだ薪能が
5月 第3土 曜 日 開 催 予 定 で
す。演目は伊勢物語から取っ
ている風情のある曲『井筒』
と、大盗賊熊坂長範が牛若丸
に撃退されるお話『熊坂』で
す。動きも多く激しいので面
白い曲です。それぞれの解説
と能の見方をお伝えします。

3/24（火）

オリーブオイルで作る
マルセイユ石けん

内田泰子

︽お電話・店頭・WEB にてご予約承ります︾

観世流能楽師

想いを伝えるのって案
外むずかしいんです！相
続シェフが楽しくカンタ
ンにお 教えします。
（家
族への想いを伝えるマ
イセルフノート）

おしゃれな容器のドライフラワーアレンジメント

フラワーボトル

studio.O̲epo.soap主宰

オリーブオイル等の自然素材を用い、
コールドプロセス
製法でお肌に優しい全身に使える石けんを作ります。

相続シェフ

相続って案外カンタン
なんです！相続シェフが
楽しくカンタンにお教え
します。(相 続 発 生 前に
知っておきたいこと)

桜の名所・大阪城と
ガラシャをたどる

能への誘い〜薪能によせて

神農由美

想いが伝わる「相続レシピ」の創り方

川合徹和

歴史とロマン薫る南河内を
散策！葛井寺の十一面千手
観音坐像、道明寺の十一面
観音立像を拝観します。い
ずれも国宝の秘仏で、特定
日のみの開扉！また話題の
世界遺産古市古墳群（一部）
にも立ち寄ります。

4/21（火）

井戸良祐

10:30〜12:00

仏像ナビゲーター
古美術仏像研究会主宰

仏像のいろは〜基礎編

13:30〜15:00

7/26（日）
・8/2（日）

13:00〜14:30

自然素材で作る手作り石けん

フリーアナウンサー

女性のため「相続手続き」のレシピ

おもしろ仏像講座

3/17（火）

8/18（火）

受講料2,000円（税別）／回

ニュー ス 読 み や 天 気 予
報、
レポーターやナレーシ
ョン、
司会などアナウンサ
ーになりきって みましょ
う。
まず は発 声 練 習 や 早
口言葉のレッスンから発
表までを目標とします。

受講料1,500円（税別）／回

おもしろ仏像講座

受講料2,000円（税別）／回

【小学生】

春期号
保存版

受講料2,500円（税別）／回

400円／回

2020

講座案内

3/26(木)・5/17(日)・7/8(水)

新田尚子

10:30〜11:30

10:30〜11:45

グレイヘア大阪代表

今までは老化の象徴だった白髪
がグレイヘアという素敵な呼び
名を得て大きく変化していま
す。白髪染めから卒業し綺麗な
グレイヘアを作るコツやヒント
をお伝えします。健やかな頭皮、
みずみずしいお肌だからこそ美
しいグレイヘアが育ちます。
ご
一緒にグレイヘアという新たな
生き方を楽しみましょう。

13:00〜16:00

アナウンサーのおしごとを体験してみよう！

・5/7(木)・6/4（木）
・
3/9(月)・4/13(月)・5/11(月)・ 4/2(木）
・9/3(木)
6/8(月)・7/13(月)・8/10(月祝) 7/2(木)・8/6（木）

和田浩恵

裁 判 傍 聴して みま
せんか？弁護士が同
行し、傍聴のポイン
トや 裁 判 の 仕 組 み
などを解説します。

ジョブカルキッズ

ママのためのリラックスタイム。
ママヨガや
ベビーマッサージはもちろん簡単な引き締
めトレーニングなども行います。抱っこや授
乳で肩が前に入りがちです
が、胸を開いて深い呼吸を
することで明るい気持ちに
なります。

至心法律事務所

4/21(火)・7/2（木）

日本ママヨガ協会認定
ママとベビーのヨガ認定講師

川原しおり

ようこそ！グレイヘア

4/7(火)・6/2(火)・7/7(火)・
8/4(火)・9/1(火)

ママとベビーのヨガ
【2ヵ月〜1歳くらい】

発酵ヨーガ代表

石橋徹也

認定会員

13:00〜15:00

受講料14,950円（税込）／回

認定料10,000円（税別）

日本JTA協会

肩こりや腰痛などの関節痛
を予防改善していきます。簡
単なポーズを取ってグッと力
を入れることで、関節を支え
る筋肉が鍛えられ痛みを緩
和、予防していきます。

5/10（日）
・7/12（日）

発酵ヨーガ・胃腸ケア
三重野紘一

上田 博

時短家事コーディネーターは仕事と家事の
両立を叶えるために必要なスキルを習得し
た暮らしのコーディネーターです。暮らしを
ワタシスタイルに変
えて毎日をもっとイ
キイキと丁寧に暮ら
すためのスキルとメ
ソッドがわかります。

4/28(火)・5/26(火)・6/23(火)
受講料20,000円（税別）／回

時短家事コーディネーター Basiｃ認定講師

素敵なグレイヘアの作り方

弁護士と行く裁判傍聴

関節トレーニング

体験・見学・ 入会

主にシニア世代に向けた
椅子に座ってできるスト
レッチを指導する資格。簡
単ストレッチ各種、講師と
しての心構え、笑顔ストレ
ッチなど充 実 の 内 容。初
心者大歓迎。
講座の開講
やボランティア活動がす
ぐに始められます。

10:00〜13:00

関節の痛みを予防・改善

時短家事コーディネーター Basic認定講座

介護予防ストレッチトレーナー養成講座

500円

心のこもった挨拶と食
事は礼儀作法の基本
です。子どもの頃に身
に付 いた事 は一 生 の
宝となります。優しく
楽しくお伝えします。

3/28（土）12:30〜14:30
5/30（土）11:00〜13:00

受講料（親子各1名）3,000円（税別）／回
（親子各1名）2,000円（税込）
／回

ルルベちゃんフリーレッスン
le salon chou chou
SNSでも話題のルルベちゃん。糸や針を
使わずに簡単にどなたでも作ることがで
きるドールチャームです。書籍にも掲載さ
れている経験豊富な認定講師が丁寧にわ
かりやすくお教えいたします。

3/7（土）・4/16（木）・5/2（土）・
6/18（木）・7/23（木祝）・8/20（木）

3/26（木）・4/11（土）・5/21（木）・
6/13（土）・7/4（土）・8/8（土）

受講料6,000円（税別）／回

受講料2,000円（税別）／回

10:00〜14:00

18,000円（税別）
（認定料込）／回

10:00〜12:30

4,500円（税別）
／回

