練香を作る

和の香りを楽しむ やさしい香道
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細川佑香

ジャンル豊富に200講座以上が集う

香炉の持ち方からはじめ、香道のお手前のお稽古
をします。実際に幽玄の香りを鑑賞しながら伝統の
雅に触れてみましょう。大名や公家のたしなみであ
った香遊び（組香）
を通して日本の文化、古典に親し
みその折々の季節をも楽しんでいただけます。

総合カルチャーセンター

第2（水）13:00 〜 14:30
月額2,200円(税込)
体験・見学・受講等
事前のご予約を
お願いいたします

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

受講お申し込み随時受付

〒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

田中秀郎

香道泉山御流師範

練香は沈香をはじめ粉末にした香料を調合して蜜
で練って丸めたお香です。薫物とも言われます。平
安時代には貴族の嗜みとし
て独自の香りを持ち衣服に焚
きしめたりなどしていました。
今回は皆様に手作りしてい
ただき、平安貴族の奥ゆかし
い香りをお楽しみください。
各日13:00〜14:30
2,200円(税込)/回

650円

小原裕子

*hikaru*

各日10:00〜12:00
4,400円（税込）/回

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。

基礎から学ぶ養生太極拳1・2

心とからだに効かせるヨガ

第1・3(木)15:30〜17:00 /第2･4(木) 13:00〜14:30

月3〜4回(土) 18:00〜19:00

北野恵子

2,200円(税込)/回

各日11:00〜16:10(1回40分)

3,850円（税込）/回

健康料理研究会

脳活そろばん/そろばん計算教室

カルトナージュ (初級)

〜手書きの文字で気持ちを伝える〜 紫芳の字手紙

第1・3(木) 10:00〜12:00/月4回(土) 16:30〜17:30

第4(金) 10:00〜12:00

第2(金) 10:30〜12:00

10/5㈫・11/20㈯・12/8㈬
1/14㈮・2/17㈭

各日11:00〜16:10(1回90分)

9,350円（税込）/回

C.P.A.チーズプロフェッショナル
J.S.A.ソムリエ兼ワインエキスパート

チーズの歴史、製造方法、保管
方法、世界の有名チーズ、飲料
とのペアリング等、基礎知識を
学ぶことができます。
（アルコー
ル類の提供はございません）
髙田郷子

第3(金)10:00〜13:00
月額2,200円(税込)

9/17㈮

顔 の 形、体 型、骨 格、
目・鼻・口とい
ったパーツの形や大きさを丁寧に
細かく分析し、お似合いになるデザ
インや、生地、柄、小物の形や大き
さ、
ネックライン、ヘアスタイルなど
を診断します。パーソナルカラーも
合わせ、90分の個人レッスンです。

「酒商なかの」岩崎

男性だけの料理教室。基本の入
門講座よりワンランク上を目指し
ていろいろな料理にチャレンジ
していきましょう。

2,200円

2,750円

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

10/5㈫・11/20㈯・12/8㈬
1/14㈮・2/17㈭

2,200円(税込)/回

10/3(日)14:00 〜

550円

骨格診断α
イメージコンサルティング

ドレープ（色布）
を胸元にあて、
お似合いになる色を丁寧に診
断します。
フォーシーズンタイ
プからベストカラーセレクショ
ンまでを行います。
あなたに
ぴったりな色見つけませんか。
40分の個人レッスンです。

万能薬草ドクダミの石けん
泡立ち豊かなクレイの石けん
優しい使い心地のアボカド石けん
しっとりオートミルクの石けん
もっちり泡の酒粕石けん
ハチミツのお酒の石けん

各日13:30〜15:30

第1(日)
14:00 〜 16:00
月額2,750円(税込)

パーソナルカラー診断

studio.O̲epo.soap主宰

フラワーアレンジメント講師

英 国 スタイル を 通し
て、生花の美しさや香
りを楽しみ、
リフレッシ
ュしませんか。豊かな
日々を送りましょう。

1,500円〜（税込）/個

1,650円（税込）/回

自然素材で作る 手作り石けん

第1･3(土) 12:30〜14:00

吉永裕子

ＪGA日本グルーデコ®協会

10/6㈬・10/17㈰・11/28㈰
12/1㈬・12/19㈰・1/16㈰・2/2㈬
2/20㈰・3/2㈬ 各日10:00〜11:30

9/27㈪・12/2㈭・1/28㈮

9/16㈭
10/21㈭
11/18㈭
12/16㈭
1/20㈭
2/17㈭

ロイヤルフラワーアレンジメント

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。

誰でも1枚は持っているスカ
ーフ、
ストールの新しいアレ
ンジを楽しんでみませんか？
寒い季節に首元を暖かくち
ょっとお洒落にきめてみまし
ょう。

週末のリフレッシュ ! ハワイアンフラ

9/15(水)13:00 〜

1,100円

グルーデコ®で
アクセサリーを作ろう

神農由美

第3(水)13:00 〜 15:00
月額2,200円(税込)

2,500円(税込)/回

スカーフ＆ストール
ミニアレンジ講座

スカーフ＆ストールコーディネーター
第3回アジアンビューティー ground ﬁnalファイナリスト
ミセスジャパン2021兵庫大会ファイナリスト

豊中市美術展入選

身近な物やお気に入りの
風景の写真等をハガキ大
の小さなスケッチにまと
めてみませんか?

12/8㈬・1/26㈬

9/8(水)13:00 〜

1,100円

どこでも楽しむスケッチ講座

和菓子教室

ふく

第2(水)13:00〜14:30
月額2,200円(税込)

10/3(日)・4(月)・5(火)

道明寺【光琳菊】
・かすてら饅頭

11/3(水・祝)・4(木)・5(金)

1,300円

540円

9/8㈬13:00〜13:30

薯蕷饅頭【織部】
・黒ごま餅
〈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。

ヒップホップフリースタイルキッズ/K-POPダンスをマスターしよう

デッサン講座

月4回(木) 17:30〜18:30/月4回(木) 18:45〜19:45

第1･3(月) 13:30〜15:30

大人のためのやさしい リコーダー

(入門)

第2・4(月) 14:15〜15:30

12/9(木)・10(金)・11(土)
練り切り
【めで鯛】
・
求肥（柿と胡桃）

1/10(月・祝)・12(水)・13(木)
2/3(木)・4(金)・5(土)

第3(土)又は 第4(土)
10:30〜13:00
月額1,650円(税込)

浮島【菜の花】
・
ドライフルーツの羊羹

1,650円/回

各日
10:00〜13:00

700円/回

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。

イキイキ発声トレーニング
神田律子

免疫力アップの疲労回復ヨガ
藤玉智美

ヴォイストレーナー

ハリのある声は健康のバロメータ
ーです。腹式呼吸で誤嚥も防止。
イキイキした毎日を始めましょう！

第2(水)
13:00 〜 17:00（1回30分）
月額2,200円(税込)
9/22(水)13:00 〜

1,100円

クラシックバレエ（幼児）
〈4歳〜6歳〉
黒山優香・黒山健一

クラシックバレエ講師

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。

第1・3・4(火)
15:30 〜 16:30
月額5,940円(税込)

1,100円

松榊研究所代表
幸真會二代目會主・日本民謡指導家

日本の三味線史の元は、琉球の
三線です。素朴な音色と独特の
南 方 音 階 は、癒しそ の もの で
す。工 工 四で 弾く民 謡 曲 から、
BIGIN等 の ポップス、五 線 譜で
弾くジャズ等の他ジャンルまで、
自由自在にお楽しみ頂けます。

第3(金)16:00 〜 19:30(1回30分)
月額3,300円(税込)
9/17(金)16:00 〜

1,650円

はじめての手相入門教室
藤原萠乃

第1・2・3(水)
13:00 〜 14:00
月額4,950円(税込)

第2・4(木)
10:30 〜 11:30
月額3,960円(税込)

9/15(水)13:00 〜

1,100円

笑顔でチアリーディング

（teamRED）
大越周子

信雄

10/6(水)16:30 〜

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。
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。

9/21㈫ 今さら聞けない仏像の疑問
鑑賞力アップ術！

11/16㈫ 仏像のこころを探る 如来編
12/21㈫ 仏像のこころを探る 菩薩編
1/18㈫ 仏像のこころを探る 明王・天部編
2/15㈫ 是非見ておきたい！仏像ベスト10

2,750円(税込)/回

コピー代

姓名判断

500円（税込）/回

おもしろ仏像課外講座

奈良国立博物館とならまち散策

奈良国立博物館・なら仏像館を訪れ、奈良最初の本格的西洋風建築や
重要文化財に触れます。
そのあとならまちを散策します。

11/11㈭ 13:00〜16:00

2,750円（税込） 入場料 700円（税込） 保険料 110円（税込）

おもしろ仏像課外講座

古市古墳群見学と国宝秘仏拝観 葛井寺・道明寺

葛井寺の国宝秘仏「十一面千手千眼観音菩薩坐像」
と道明寺の国宝秘仏「十一
面観音菩薩立像」がこの日開扉されます。なかなかお目にかかれない秘仏をナ
ビゲーターの解説で訪れます。古市古墳群の一部も見学します。

9/18㈯ 13:00〜17:00

代表講師

3,300円（税込）/回

手相と人相

各日15:00〜16:30

仏像ナビゲーター
古美術仏像研究会主宰

550円

10/17㈰・11/21㈰・1/16㈰
2/6㈰ 各日13:00〜14:00

1,925円

2,750円（税込）拝観料 1,000円（税込）/2カ寺 保険料 110円

第3(木)10:30 〜 12:30
3 ヵ月全3回〈一括〉19,800円(税込)
全3回19,140円(税込)(テキスト・DVD込)
9/16(木)10:30 〜 11:00

発達支援教育士認定講座
清水麗子

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

社交ダンス基礎

500円（税込）/回

コントラクトブリッジ入門（プレイ編）
大橋正幸

（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

一年以上コロナで活動が制限
されていましたが、私たちブリ
ッジファンは毎日何時からでも
ネットを通じて仲間と試合や練
習を楽しみました。
新しい生活
様式の中での趣味の一つに加
えてみませんか。

第2・4(月)
13:00 〜 15:00
月額3,300円(税込)

9/27(月)13:00 〜

550円

整理収納アドバイザー
ハウスキーピング協会認定講師

10/13㈬・2/16㈬
17,600円（税込）/回

杉本 理

社交ダンス研究家

7,100円(認定料含・税込)/回

大谷大学非常勤講師

観光地京都をめぐるのでは
なく、
日常の京都、京都の人
たちが日頃から暮らし、遊ぶ
場所を訪れます。
さらには、
京都の歴史を学び追体験で
きる場所を訪ねて参ります。

毎週(金)
18:00 〜 20:00
月額4,400円〜(税込)

第3(日)
12:15 〜 16:15
月額3,080円(税込)

9/19(日)12:15 〜

3,080円

前龍谷大学客員研究員

能への誘い〜薪能によせて
井戸良祐

観世流能楽師

毎年恒例のいけだ薪能。今年は
10月 に 開 催 さ れ ま す。
「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。

9/29㈬ 13:00 〜 15:00
1,650円（税込）

9/15(水)10:00 〜

コピー代

弁護士と行く 裁判傍聴
石橋徹也

35,200円（税込）
7,050円（認定証発行手数料含む・税込）

カルチャー初開催！

ペットマナーインストラクター養成講座

藤沢礼子

至心法律事務所

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。

11/16㈫・2/17㈭ 各日13:00 〜 16:00
2,200円（税込）/回

シニアマナー OJTインストラクター
ペットマナーインストラクター

ペットマナーインストラクターとは、
「犬の特性」と「飼う立場と
しての配慮」
「周辺社会との共生」について具体的に専門の知
識・技能を持って指導やアドバイスをする仕事です。犬を飼っ
ている、飼いたい方や販売員、トリマーの方などに飼育の方向
性や良い社会との共生について提案ができるようになります。

①11/20㈯・11/21㈰
②2/11（金・祝）・2/12㈯
各日10:00 〜 16:00

56,210円（テキスト代含む・税込）/2days
認定証発行手数料 3,850円（税込）

大和三山耳成山と今井町をめぐる

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。

11/27㈯ 13:00 〜 15:30

3,080円（税込）保険料 110円（税込）

大河ドラマを3倍おもしろくみるために

ー鎌倉殿の13人ー
小田 剛

第3(水)
10:00 〜 11:30
月額1,650円(税込)
1,650円

10/24㈰・2/20㈰ 各日10:00 〜 17:00

葛城の古寺と中将姫伝説

第1(水)
10:30 〜 12:00
月額1,650円(税込)
コピー代

小さな子どもに関わる保育士のお仕
事の方など、3歳〜 7歳くらいの子ど
もにあいさつや人として身につける”
エチケット”を教え、社会に出たときに
も活用できるマナーを小さいうちに
教える講師養成講座です。

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。

日本の古典のくずし字（変体仮名）
を読みとくことによって、古典が読
め、
くずし字解読のスキル
（技能）
を
身につけることができます。

10/6(水)10:30 〜

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

若林みき

3,080円（税込）保険料 110円（税込）

源氏物語と並称される枕草子を初
めからよんでいきます。
さらに変体
仮名解読のスキルも学びます。

1,650円

キッズマナーインストラクター養成講座

10/23㈯ 13:00 〜 16:00

名筆のくずし字を読みこなそう
小田 剛

3,300円（税込）/回

整理収納アドバイザー2級認定講座

ダンスは健康づくりに役立ち
ます。
また人と人との出会いも
広がります。誰でも年齢を問わ
ず楽しく明るく踊りましょう。
ス
テップの基本を習得し、楽しく
踊ることを目指します。

鑑定士

11/5㈮・2/4㈮ 各日15:00〜17:00

19,800円（税込）/回
19,140円（税込）(テキスト・DVD込)/回

京都を歩く(日曜コース)

枕草子をよみきろう

姓名判断の本はたくさんあり
ますが、漢字の画数の吉凶以
外に観るところがあり、漢字
の意味、五行の配列は大変重
要です。名前の秘密をこの機
会に学んでみませんか。

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!

10/3㈰
12/5㈰・2/6㈰ 各日10:30 〜 16:00

各日10:00 〜 17:00

9/19㈰10:30〜11:15

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!

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。

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

吉増文子

講座検索
ページは
こちら▶▶

500円

ハンドトリートメント検定講座

清水麗子

各日10:00 〜 16:30

TOEICの設問は実社会の1シーンを想
定しており、
その学習は英語の実践力
アップに直結します。但し事前にTOEIC
の特徴を押さえるか否かで成果が変
わります。ベテラン講師が受験のコツ
をお伝えします。

9/24(金)17:00 〜

河﨑典子

第3(日)10:30〜12:00月額1,980円(税込)
1,650円(税込)/回
1,500円(税込)/回

河﨑典子 アロマハンドトリートメント検定トレーナー
アロマハンドトリートメント検定トレーナー
窪田聖恵 日本アロマコーディネーター協会認定校アロマコーディネーターインストラクター
社会的にニーズのある分野のスキルを短期間で身に付け実践・
実務の現場で生かしていただける講座です。
自宅教室開講や医
療介護施設など、
どこでもできる40分のトリートメントです。

9/22㈬・11/17㈬・1/26㈬

〜まずは過去問体験から〜
和英佑学社

ハンドトリートメント検定講座

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。

英語力UP!TOEICを受けてみよう
渡辺ユイカ

10/1㈮・12/3㈮

おもしろ仏像講座

各日13:30〜15:00

9/28(火)(A)17:00 〜 (B)18:10 〜

550円

2,750円（税込）/回

代表講師

第1・3・4(火)
(A)17:00 〜 18:00 (B)18:10 〜 19:10
月額3,960円(税込)

日本将棋連盟棋士七段

第2・4(金)
17:00 〜 18:30
月額3,850円(税込)

和英佑学社

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。
また、
ど
のような時も英語力を高められる各自
の学習スタイルづくりを目指します。

手相も人相も現在現れている姿、形で判断する直
感で見抜く占いで、近未来の状況が現れます。
この
講座では手相を中心に線の読み方や開運の兆しを
観ていきます。人相はすぐにできるワンポイントメ
イクのアドバイスをします。

9/17(金)14:45 〜 15:15

10/19㈫ 仏像の見方

渡辺ユイカ

こども将棋教室(金曜クラス)〈年長〜中学生〉
森

1,100円

中学準備英語クラス(A)(B)〈小学4年〜6年〉

〈年中〜〉

箕面自由学園高等学校
梅花女子大学
チアリーディング部OG

月4回(水)
16:30 〜 17:15
月額5,500円(税込)

9/23(木祝)10:30 〜

小学高学年のための

藤原萠乃

第1・3(金)13:00 〜 14:30
月額4,400円(税込)

樋口隆秀

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。

鑑定士

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。

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

初心＆シニアの方歓迎。ゆっくりと
した呼吸に合わせて、心地よいポ
ーズや癒しの休息をすることで、
ストレスのない心と体を作ります。
じわっと体が温まり、
自律神経が
安定し、免疫力がアップします。

森 信雄七段

琉球三線（個人）
児玉宝謹

白石 愛

チアリーディングを基礎か
らしっかりお教えします。
チ
アリーディングは楽しめる
スポーツということを一緒
に学んでいきましょう。

9/28(火)15:30 〜

バランスボールエクササイズ

SKYヨガ協会 師範
本部技術部長

非常勤講師

近年、糖尿病や高血圧などの生
活習慣病が増加傾向にありま
す。健康に過ごしたい方、現在
血糖値や血圧が気になる方に
ライフスタイルに合わせた食生
活を送るためのヒントをわかり
やすくお教えいたします。

こなし
【椿】
・みかん大福

9/18㈯・25㈯各日10:30〜

管理栄養士
大阪成蹊短期大学

山本千恵

前龍谷大学客員研究員

2022年の大河ドラマ「鎌倉殿
の13人」の世界を、おもしろく
分かりやすく解説していきま
す。後鳥羽上皇vs鎌倉北条氏
の戦いである承久の乱を承久
記をよみとくことを中心として
明らかにしていきます。

2/4㈮・3/4㈮ 各日10:30 〜 12:00
1,650円（税込）/回

発酵ヨーガ・胃腸ケア
三重野紘一

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。

9/13㈪・10/11㈪・11/8㈪
12/13㈪・1/10(月・祝)・2/14㈪

各日10:30 〜 11:45

1,650円（税込）/回

