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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

清水麗子

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

072-761-0660

ホームページからも

お申し込み承ります。
検索 アゼリアカルチャー

［電話受付］10:00〜17:00 ※毎月第2火曜は休館

〒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

各日10:00〜17:00

能への誘い〜薪能によせて

樋口隆秀

7/20㈫ 仏像のこころを探る 菩薩編
8/3㈫ 仏像のこころを探る 明王・天部編
各日13:30〜15:00

キッズ空手教室

スッキリ!ゆがみ修正ヨガ

第2(水)13:00〜14:30

月4回(土)15:30〜17:30

月4回(水)13:00〜14:30

2,750円(税込)/回

大和三山耳成山と
今井町をめぐる

弁護士と行く裁判傍聴
至心法律事務所

理

古代中世のロマンに満ちた
古都奈良。今回は大和三山の
一つ耳成山を訪ね、藤原京を
追体験。
さらに中世の寺内町
今井町を巡ります。

4/24㈯

4/27㈫・7/1㈭

大谷大学非常勤講師

古代寺院と中世寺院の伽藍
が共存する当麻寺。中将姫の
伝説と天平の仏像を訪ね、二
上山を見ながら、古代日本の
ロマンにふれてください。

3,080円（税込）
保険料 110円（税込）

弓削由香
髙田郷子

はじめてのフラダンス

とんぼ玉教室 入門 / とんぼ玉教室

できる！つくれる！科学じっけん
（午前クラス）
（午後クラス）
/

第2･4(金)10:30〜12:00

第1(月)10:00〜12:00 / 13:00〜15:00

第2･4(土)11:30〜12:30 / 13:30〜14:30

和菓子教室

ふく

知る！作る! たべる！
食文化を

4/8(木)・9(金)・10(土)

外郎
〔蝶々〕
・茶通(ちゃつう)

レッツ・クッキング!

5/6(木)・7(金)・8(土)

若葉羹
（わかばかん）
・
くるみ餅

6/3(木)・4(金)・5(土)

cotta運営シニアおうちパンマスター

こね はちょっと、発 酵 は 冷 蔵 庫、成 形も手 間 な
し。パン作りが初めてでも失敗しないパンを紹
介します。簡単なのに驚くほどおいしい。毎日焼
けるほど極限までシンプルにした製法は忙しい
方にもおすすめ。

第4(木)
（午前）10:00〜12:00（午後）13:00〜15:00
月額1,650円(税込)
4/22㈭10:00 〜 /13:00 〜

6/6㈰ 11:00〜14:00

艶ぶくさ(つやぶくさ)・
雪平
（せっぺい）
〔紫陽花〕

1,650円(税込)/回

13:00〜15:30

3,080円（税込）
保険料 110円（税込）

2,200円(税込)/回

各日10:30〜11:45

5/22㈯

13:00〜16:00

各日13:00〜16:00

4/12㈪・5/10㈪・6/14㈪
7/12㈪・8/9（月・祝）

葛城の古寺と中将姫伝説
杉本

裁判傍聴してみませんか？あなたも裁判
員に選ばれる日がくるかもしれません。
弁護士が、刑事裁判、裁判員裁判等の傍
聴に同行し、弁護士だから分かる事件の
姿や裁判の仕組みなどを解説します。
傍聴するだけでは分からないポイントや
背景を知ることができます。

発酵ヨーガ代表

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。

6/15㈫ 仏像のこころを探る 如来編

1,650円（税込）

22,000円（税込）/回 認定料 11,000円（税込）/回

三重野紘一

5/18㈫ 仏像の見方 鑑賞力アップ術！

13:00〜15:00

和の香りを楽しむ やさしい香道

仏像ナビゲーター
古美術仏像研究会主宰

4/20㈫ 今さら聞けない仏像の疑問

5/10㈪

4/27㈫・6/22㈫ 各日10:00〜13:00

発酵ヨーガ・胃腸ケア

おもしろ仏像講座

観世流能楽師

毎年5月恒例のいけだ薪能。今
年 は「井 筒（能）」
「蟹 山 伏（狂
言）」
「熊 坂（半 能）」
を演じます。
当日使用する装束、小道具、能面
など詳しく説明いたします。解説
を聞き、
日本の伝統芸能の理解
を深めましょう。

石橋徹也

7,100円（認定料含・税込）/回

17,600円（税込）/回

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

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。

4/21㈬・6/16㈬

16,500円（税込）/回
認定料 5,500円（税込）/回 テキスト代 1,650円（税込）/回

井戸良祐

受講お申し込み随時受付

新田尚子

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。

5/19㈬・7/21㈬ 各日9:30〜16:00

体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

整理収納アドバイザー
ハウスキーピング協会認定講師

清水麗子

発達障害と言われている子ども
たちの自立を後押しするため、
コミュニケーションを円滑にし
ながら社会や家庭で役割を持
てる人に成長できるよう、関わり
を持つ身近な人たちと自立を促
す方法を一緒に考えます。

介護予防ストレッチトレーナー
養成講座

整理収納アドバイザー2級認定講座

各回1,650円

2,200円（税込）
1,650円（税込）

各回200円

7/8(木)・9(金)・10(土)

あんみつ・練り切りの花

9/9(木)・10(金)・11(土)

9/5㈰ 11:00〜14:00

餡巻き・水牡丹

2,200円（税込）
1,650円（税込）

1,650円(税込)/回
1,500円(税込)/回

ウクレレ中級教室 / 初級教室

楽しいかな書道

台湾の歴史探訪

第1･3(土)10:00〜11:30 / 10:30〜12:00

第1･3(火)13:00〜15:00

第3(月)14:00〜15:30

各日
10:00〜13:00

よしだあやこ

072-761-0660

［電話受付］10:00〜17:00※毎月第2火曜は休館

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・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。

デザイン・図工教室
WADA

キッズ♪イングリッシュ

〈小学生〉

〜歌って踊って楽しい英語クラス〜〈3歳〜未就学児〉

造形教室講師

廣江ジェネシス

自分の考えたイメージを絵
に描いて、
それを立体にして
みましょう。完成したらその
作品をみんなで見せ合って、
いっしょに楽しみましょう。

第2・4(日)
10:00〜12:00
月額3,300円(税込)

ジェネシス英会話センター代表
ユーチューバー
「wonder4kotoba」

YouTubeチ ャ ン ネ ル
「wonder4kotoba」で
お馴染みのジェネシス
先 生 が やって 来 まし
た。歌やダンスで楽しく
英語を学びましょう。
4/11(日)10:00〜

825円

250円

月4回(木)
15:30〜16:30
月額7,260円(税込)

楽しく始める

そろばん計算教室

脳活そろばん

〈年中〜〉
増田敦久

4/8(木)15:30〜

550円

そろばんを通じて脳トレにチ
ャレンジ！そして資格取得を目
指してみませんか。楽しくそろ
ばんに触れ、脳活タイム！商工
会議所検定を目指すことも可
能です。

そろばん教室講師

そろばんを通じて、楽しく計
算にチャレンジしてみません
か。パズル感覚で計算力UP!!

月4回(土)
16:30〜17:30
月額4,400円(税込)

第1・3(木)10:00〜12:00
月額3,300円(税込)

4/3(土)16:30〜

4/15(木)10:00〜

550円

550円

4/6(火)15:30〜

1,100円

パズル＆ロボット
プログラミング教室
池中伸幸

〈小学生〉

（有）ICTエデュ講師

2020年に小学校でプログラミン
グが必須化されています。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。

第1・2(木)
16:30〜18:00
月額2,860円(税込)

4/8(木)16:30〜

2,200円

各日10:30〜12:00

マジックってどんなものがあるの？
実際にマジシャンのテクニックを見てみよう！
みんなもマジックを覚えてショータイム！

【対象】小学生

マジシャン

新田尚子 フリーアナウンサー

4/8(木)18:45〜

ニュース読みや天気予報、
レポーターやナ 1日
レーション、司会などアナウンサーになりき 講座 各日10:30〜12:00
ってみましょう。
まずは発声練習や早口言葉
3,300円（税込）/回 申込締切
のレッスンから発表までを目標とします。 ［定員10名］
各1週間前

7/31㈯・8/29㈰

プロのお仕事体験
コツをつかんで
将来の夢につなげよう

小学高学年のための

イタリア語会話（中級）

中学準備英語クラス（A）
〈小学4年〜6年〉

イタリア語講師

渡辺ユイカ

もっとイタリア語を話してみたい人
におすすめです。旅行、
スポーツや
音楽などいろいろなテーマを題材
にして会話の練習をします。

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。

第1・3(水)
11:40〜12:40
月額5,500円(税込)

第1・3・4(火)
17:00〜18:00
月額3,960円(税込)

4/7(水)11:40〜

2,200円

はじめての 手相入門教室

四柱推命学入門教室
藤原

鑑定士

4/12(月)14:45〜15:15

550円

姓名判断は名前の画数
で 吉 数、凶 数を判 断し
ます。画数を正しく理解
でき、名 付 け等 に役 立
てられる講座です。

4/16(金)12:30〜13:00

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。

4/6(火)17:00〜

姓名判断

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。

第2・4(月)14:45〜16:15
月額4,400円(税込)

第3(火)
10:00〜12:00
月額2,750円(税込)

KAZUNA

1,100円

第1・3(金)13:00〜14:30
月額4,400円(税込)

第1・3・4(火)
15:30〜16:30
月額5,940円(税込)

3,300円（税込）/回 申込締切
550円（税込）/回 各1週間前［定員10名］

NiziUやBTSなどの影響で今
人気沸騰中のK-POP！ダン
ス初心者の方でも、
カッコ
よく振り付けを踊れるよう
に現役プロダンサー講師が
楽しくレクチャーします！

大野アレッシア

ナイフ1本で石鹸に彫刻を施す
タイの伝統工芸です。初心者の
方でもナイフの持ち方から指
導いたします。石鹸の香りに包
まれながら素敵な作品を作り
ましょう。

乃

4/16㈮
9/3㈮

各日13:30〜15:30

3,300円（税込）/回
500円（税込）/回

☆日曜英語

4/16(金)10:00〜

550円

第1・3(日)
12:30〜13:30
月額3,960円(税込)

330円

4/28(水)10:00〜

1,100円

ハンドトリートメント検定講座

〜 1日で資格取得が出来る〜

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。

第3(水)又は第3(日)10:00〜12:30
3 ヵ月全3回〈一括〉22,000円(税込)
全3回33,000円(税込)(ディプロマ代込)

1,100円

民謡三味線

アロマを使わないため、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。資格取得後
はいろいろな方面での活動が可能です。

5/19㈬・8/25㈬

各日10:00〜15:00
18,700円(税込)/回
33,000円(税込・ディプロマ代込)/回

グルーデコ®で
アクセサリーを作ろう

日本 民 謡 は 有 名 なもの だ けで 約
1,000曲。全て含 めると約56,000曲。
更 に 新 曲 も 生 ま れ て い ま す。
また
様々なジャンルとのコラボも可能な
楽器なので、皆さまのお好みで自由
自在に楽しんで頂けます。

4/7(水)18:00〜20：40

※7月以降も開催予定です

1,500円〜 (税別)/個

2,200円

4/9(金)13:00〜

550円

自然素材で作る 手作り石けん
神農由美

藤原かおる

スカーフベーシック講座
4時間で約35種類のスカーフ
の折り方、結び方を体系的に
学べる認定講座。
日常的に活
かせるコンテンツが満載です。
沢山のアレンジを学んでお洒
落度アップ！コーディネーター
の資格をとってみませんか。

5/25㈫・7/8㈭ 各日10:00〜15:00

14,850円（税込）/回
認定料 5,500円（税込）/回 テキスト代 1,650円（税込）/回

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。
4/15㈭
5/20㈭
6/17㈭
7/15㈭
8/19㈭

保湿たっぷりハチミツ石けん
ぜいたく真珠石けん
よもぎの力石けん
韓国竹塩石けん
柔肌はとむぎ石けん

各日13:30〜15:30
2,200円(税込)/回

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。

日本スカーフ＆ストールコーディネーター

6/1㈫・7/29㈭ 各日13:00〜16:00
13,750円（税込）/回 認定料 4,950円（税込）/回

第2・4(金)13:00〜14:00
月額3,960円(税込)

ルルベちゃんフリーレッスン

le salon chou chou

ストールってカジュアルに首に
巻くだ け・・・って思ってませ ん
か？素材や幅で雰囲気が自由自
在に！22種類のアレンジを学ん
でストールの魅力をもっと楽し
んでみませんか？コーディネー
ターとして活躍できます。

第1・3(水)
18:00〜20:40(1回40分)
月額8,800円(税込)

姿勢を整え呼吸法とほぐし、
筋肉にアプローチするポーズ
を交えて代謝の良い体を目指
しましょう。
ダイエットに◎

ルルベちゃんの認定講師1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。)

4/7㈬・4/18㈰
5/12㈬・5/16㈰・6/2㈬・6/20㈰

小原裕子

全日本ヨーガセラピスト協会認定
ヨーガセラピスト

ルルベちゃん認定講師コース

ストールベーシック講座

松榊研究所代表
幸真會二代目會主・日本民謡指導家

1,000円

ハンドトリートメント
トレーナー講座

（日曜コース）
（水曜コース）

各日10:00〜11:30
1,650円(税込)/回

ボディメイクヨガ
YOKO

第4(水)
10:00〜12:00
月額3,300円(税込)

4/9(金)10:30〜

550円

しっかりほぐして ほどよく鍛える

スワロフスキーやビーズ、
スパ
ンコールをたっぷり刺したキラ
キラ感たっぷりのアクセサリー。
どなたでも時間を忘れて夢中
になれる気軽さですが出来上がりはとっても豪華。
肩のこらない軽い着け心地もおススメです。

人気の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。

4/4(日)12:30〜

550円

pinkroseビーズデコ刺繍認定講師

JGA日本グルーデコ®協会

短い物語や英語詩の
音読を通して英語音
声に親しみ、楽しみつ
つ、聴く力とスピーキ
ング力を養います。

4/18(日)13:00〜

1,000円

*hikaru*

代表講師

児玉宝謹

第3(日)13:00〜15:00
月額2,200円(税込)

東埜優子

さわらび会認定指導員

シャインカービング公認アンバサダー

第1・3(金)10:00〜12:00
月額2,200円(税込)

ビーズデコ刺繍

第2(金)10:30〜12:00
月額2,860円(税込)

大塚裕代

岡崎美佐江

ビニールのシートを二本の彫
刻刀で彫り、
ガラスのような
美しい輝きを生み出す新感
覚の彫刻アートです。

550円

会いたい人に会えない今だ
からこそ、手書きの文字で想
いを伝えられる字手紙の書
き方をお教えします。

2,200円

北摂初！誰にでも出来る彫刻アート

シャインカービング

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。
※教授免許も取得可能。

紫芳の字手紙
北薗紫珖

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!

クレイフラワー花工房教授

6/16(水)13:00〜13:30

ショートストーリー音読
和英佑学社

荒起恵子

4/20(火)10:00〜

2,750円

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▶▶

クレイフラワー

L'atelier de blanche主宰

音楽に合わせてバレエ
に必要な表現力やリズ
ム感、
ステップを楽しく
学んでいく幼児のため
のクラスです。

1日 6/13㈰・8/1㈰
講座

はじめてのソープカービング
白須ゆき

クラシックバレエ講師

小学生

プロダンサー養成所BASE卒業
大阪府立箕面高等学校ダンス部専属コーチ

月4回(木)
18:45〜19:45
月額6,600円(税込)

黒山優香・黒山健一

【対象】

K-POPダンスをマスターしよう
MINAMI

クラシックバレエ（幼児）
〈4歳〜6歳〉

池田市天神「洋食弁当こけこっこ食堂」オーナー

2,200円(税込)/回

4/23㈮・5/23㈰
6/24㈭・7/8㈭
8/26㈭・9/9㈭
各日10:00〜14:00
6,600円(税込)/回
19,800円(税込)/回

（認定料込）

4/5㈪・5/6㈭
6/10㈭・7/25㈰
8/13㈮
各日10:00〜12:30
2,200円(税込)/回
4,950円(税込)/回

あなたに似合う色

パーソナルカラー診断

北野恵子

国際カラープロフェッショナル協会認定講師
カラーリスト・イメージコンサルタント

ドレープ（色布）を胸元にあて、あなた
にお似合いの色のグループから、ベス
トカラーまでを丁寧に診断します。1回
40分の個人レッスンとなりますので時
間はお問い合わせください。

4/21㈬・5/24㈪
6/17㈭・7/6㈫・8/4㈬・9/7㈫

各日13:00〜16:10(1回40分)

3,850円（税込）/回

