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中学準備英語クラス(A)(B)

カワイ体育教室専任インストラクター

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

心とからだのハーモニー。楽しい運動
あそびのレッスン！先生を中心にしたレ
ッスンの中で、いろいろな種類の運動を
偏りなく、マット・とび箱・鉄棒・ボール・
なわを使い、多種多様な運動を体験し
ます。

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

3/26㈯

(幼児クラス)15:30
(小学生クラス)16:30

4/19(火)・26(火)15:30 〜 16:30 〜

2,200円（税込）

1,100円/回

アツコ エトワール ドゥ バレエ主催

3/24(木)(幼児)15:30 〜 (小学生)16:30 〜

パステル画・色えんぴつ画（午前）
（午後）

第1(月) 10:00 〜 16:30(1回30分)

第2・4(金) (午前)10:30 〜 12:30 / (午後) 13:30 〜 15:30

しっかりほぐして ほどよく鍛える ボディメイクヨガ

第2・4(金) 13:00 〜 14:00

日本酒の石けん
ハチミツラベンダーの石けん
APPLE CIDER VINEGAR soap
黄土（韓国）石けん
お肌修復カロテノイドの石けん
生薬紫根石けん

ウォルフ明子

こども書道教室

グルーデコ®でアクセサリーを作ろう

楽しく笑おう！はじめての狂言

第1･3･4(火) 16:00 〜 18:00

第3(日) 10:00 〜 11:30

第1(土) 13:00 〜 15:00

大阪音楽大学卒業

カナ付楽譜と鍵盤シールで憧れのピアノを
弾ける喜びを。仲間のパワーに胸キュン！
涙そうそう・ムーンリバー・花は咲く・テネ
シーワルツ・浜辺の歌（テキスト曲）

第2・4(水)14:00 〜 15:15
月額3,850円(税込)
4/13(水)14:00 〜

小笹葉子

第1(火)13:00 〜 15:00
月額3,300円(税込)

3/17(木)13:00 〜

2,200円

つまみ細工葉ちっく主宰

葉ちっくのつまみ細工は、伝統技
法にアレンジを加え、針も糸も使
わずに美しいお花に仕上げます。
ボンド＋洗濯ばさみというユニー
クなオリジナル手法で、手先が器
用でなくても大丈夫！和装にも洋
装にも合うオシャレで華やかなア
クセサリーを作りませんか。

世界にひとつだけの自分色
の革小物を作ってみません
か？手縫いで製作しますので
温かみのある作品に仕上が
ります。

2,200円(税込)/回

3/29(火)13:00 〜

1,100円

1,650円

2,200円

髙田郷子

元西洋料理カフェオーナーシェフ

・コーニッシュパスティ
ターンオーバー
(ミートパイ)
・チョコレートムース
・スコーン

「酒商なかの」岩崎

4,400円(税込)(材料費込)

和菓子教室

ふく

五月の節句にとっても可
愛 い 鯉 の ぼりは い か が
ですか？そして、
よもぎを
練りこんだ小麦の生地で
こし餡を包んだふんわり
蒸し饅頭。
ご家庭でも簡
単に作って頂けますよ。

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。
また、４種のチーズ
をご試食いただけます。
（※アルコ
ール類の提供はございません）

5/14(土) 10:00 〜 13:30

1,100円

葉ちっく つまみ細工

日本革類卸売事業協同組合認定
レザーソムリエ

第1・3(木)13:00 〜 15:00
月額7,700円(税込)

各日13:00 〜 14:30
2,200円(税込)/回

中高年から始める

1,650円

アンフィニッシュドクラフト講師

550円

らくらくピアノ®（水曜）

はじめてのレザークラフト

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。

“歌う”ためのワンポイントレッスン

3/29(火)(A)17:00 〜 (B)18:10 〜 (ステップアップ)19:15 〜

3/23(水)15:30 〜

自然素材で作る 手作り石けん

代表講師

第1・3・4(火)19:15 〜 20:15
月額4,950円(税込)

第2・4(水)
15:30 〜 18:00(1回30分)
月額4,950円(税込)

1,320円

3/17㈭
4/21㈭
5/19㈭
6/16㈭
7/21㈭
8/18㈭

〜 16:20
〜 17:20

初めてでも好きなアーティストの曲がお手
軽なキーボードで弾け、今までにない楽し
さに出会えます。ためしてみませんか。

第2・4(木)
(幼 児)15:30 〜 16:20
(小学生)16:30 〜 17:20
月額4,840円(税込)

神農由美

第1・3・4(火)
(A)17:00 〜 18:00
(B)18:10 〜 19:10
月額4,950円(税込)

河合泰代

バレエを子どもたちと学ぶアトリエ。
ロ
ーザンヌ国際バレエコンクール等国内
外で賞を多数受賞しカナダナショナル
バレエ学校留学経験の講師がバレエを
踊る為の正しい体の使い方を指導。1人
1人によりそったレッスンを致します。

和英佑学社

中学英語の中でつまづきがちな
箇所をクリアにし、英語のしくみ
を学ぶ上での重要ポイントを外
さないよう解説を入れつつ、習熟
度にあう問題を解きます。
また実
用英語習得に役立つ学習方法を
少しずつお伝えします。

〈5歳〜〉
キッズのための
ピアノレッスン
（水曜）個人

アツコ バレエ アトリエ〈年中〜小学生低学年〉
泉 敦子

渡邉佑惟架
学科として導入され重要度が増す
小学英語。
テキストとゲームで楽
しく基礎を習得、将来役立つ語学
力を養います。

逆上がりや前回りの基礎と
コツを学びます。
またいろん
な運動あそびを体験するこ
とで、運動する楽しさや喜び
を感じてください。

第1・3・4(火)
(幼児クラス)15:30 〜 16:20
(小学生クラス)16:30 〜 17:20
月額5,544円(税込)

中学英語 〈中学生〉
ステップアップクラス

小学高学年のための〈小学4年〜6年〉

〈年中〜小4〉

鉄棒、逆上がりのコツを教えます

〈年中〜小4〉
（幼児クラス）
（小学生クラス）

4/28(木)・29(金・祝)

各日10:00 〜 13:00
1,650円(税込)/回
1,500円(税込)/回

第2(土)16:00 〜 17:30

〈小学生〉 月額2,200円(税込)

3/12㈯16:00 〜

健康料理研究会

1,100円

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。

リズムタップダンス

寄せ植え・ハンギングバスケット教室

キッズダンス(JAZZ)

第2・4(水) 19:00 〜 20:15

第4(水) 10:00 〜 12:00

第1･3･4(火) 18:00 〜 19:00

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。

4/16㈯・30㈯各日10:30〜

第3(金)10:00〜13:00
月額2,200円(税込)

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

たのしく健康朗読
金 真須美

小田 剛

平家の滅亡にいたる戦さ
物語である平家物語の多く
の名場面を分かりやすくよ
みといて解説していきます。

第2・4(木)
10:30 〜 12:00
月額4,400円(税込)

第1・3(木)
13:00 〜 14:30
月額3,300円(税込)

3/24(木)10:30 〜

1,650円

コピー代

京都の歴史と文化

1,650円

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。

第3(土)13:00 〜 15:00
月額2,200円(税込)

第3(日)12:15 〜 16:15
月額3,080円(税込)
3/20(日)12:15 〜

3/19(土)13:00 〜 13:30

人生が楽しくなる

四柱推命学入門教室
藤原萠乃

知ってるようで知識のあい
まいな様々なマナーを、い
ろいろなシーンに分けて、
意味や歴史をわかりやすく
解説いたします。冠婚葬祭
だけではなく日常生活のマ
ナーもお伝えいたします。
3/15(火)10:30 〜

1,650円

4/15㈮・5/20㈮

鑑定士

6/17㈮・7/15㈮ 各日15:00 〜 16:30
2,750円（税込）/回

中井游香

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。

第1・3(日)
13:00 〜 15:30(1回30分)
月額5,500円(税込)

第2(水)
13:00 〜 14:30
月額2,200円(税込)

社会的にニーズのある分野のスキルを短時間で身に付け
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
4/3㈰
できる40分のトリートメントです。

6/5㈰
8/7㈰

各日10:30 〜 16:00
19,800円（税込）/回
19,140円（税込）(テキスト・DVD込)/回

3/20(日)13:00 〜

1,650円

スッキリ！若顔になろう

〜マスクゆるみ・頭痛・肩こり解消〜
岩城あゆみ

顔ヨガインストラクター
頭皮・リンパセラピスト

JAHA認定講師
骨盤スリムヨガインストラクター

マスクの中で顔ヨガ10秒スト
レッチ。
さらに自分で簡単頭皮
マッサージ・リンパ流しを行い
ます。マスクゆるみ、
そして頭
痛や肩こりも解消しましょう！

3/30(水)10:00 〜

3/9(水)13:00 〜

1,100円

650円

顔ヨガ〜マスクゆるみ解消！
【パーソナルレッスン】

マスクゆるみ。
こんなお悩みありませんか？フェイスラインのもた
つき・ほうれい線が深くなってきた・目のまわりのシワたるみ。表
情筋エクササイズで脱老け顔！ステキな若顔になりましょう。

3/16㈬・5/23㈪・7/10㈰

各日10:00 〜 13:10(1回40分)

4,180円（税込）/回

あなただけのオーダーメイドレッスンです。気になる骨盤のゆが
み。自分の歪みタイプを知ることで、必要なストレッチが分かりま
す。
ご自宅で簡単に行えるストレッチ方法をお教えいたします。

1,100円

第2･4(木)
13:30 〜 15:30
月額4,400円(税込)

第2・4(水)
10:00 〜 12:00
月額4,400円(税込)

3/24(木)13:30 〜

1,100円

500円

能への誘い 〜薪能によせて

5/17㈫ 超人気

4/18㈪・6/17㈮・8/27㈯

各日13:00 〜 16:10(1回40分)

4,180円（税込）/回

小倉遙昂

第1・3(月)
13:00 〜 14:30
月額3,300円(税込)

3/23(水)10:00 〜

1,100円

500円

四天王寺拝観と茶臼山・夕陽丘散策
四天王寺は推古元年（593年）創建された飛鳥時代の代表的な寺院で
す。伽藍配置は四天王寺式配置の典型で、病院や薬局、福祉介護セン
ターなどの原点ともなりました。お彼岸の特別拝観に参加しませんか。

3/22㈫ 13:00 〜 16:00
一般3,300円（税込） 会員

阿修羅像の秘密！

2,750円(税込)/回
資料代 500円(税込・初回のみ)

整理収納アドバイザー
ハウスキーピング協会認定講師

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。

3/23㈬・5/15㈰・7/6㈬・9/11㈰

各日10:00 〜 16:30

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

弁護士と行く 裁判傍聴

4/10㈰・6/15㈬・8/7㈰

各日10:00 〜 17:00
17,600円（税込）/回

北薗紫珖

7,100円(認定料含・税込)/回

2,750円（税込）/回

スポーツウェルネス吹矢健康法
（水曜クラス）
（土曜クラス）
一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会
上級公認指導員

腹式呼吸をベースにスポーツウェルネ
ス吹矢式呼吸法で健康と集中力を高
めます。スポーツウェルネス吹矢は老
若男女全ての人が同じステージで手
軽に楽しめる生涯スポーツです。皆さ
んも私達と一緒にやってみませんか。

4/22㈮・5/27㈮・6/24㈮

各日10:30 〜 12:00
2,200円（税込）/回

330円（税込）/回

骨格診断αイメージコンサルティング
北野恵子

2,750円（税込）入館料 700円（税込）保険料 110円（税込）

発酵ヨーガ・胃腸ケア
三重野紘一

発酵ヨーガ代表

3/14(㈪・4/11㈪・5/9㈪
6/13㈪・7/11㈪・8/8(㈪

各日10:30 〜 11:45

1,650円（税込）/回

たのしいリコーダー（個人）
水越美鈴

さわらび会認定指導員

季節のご挨拶、お祝い、お礼などを
温かみのある手書きで書いてみませ
んか？伝えたい気持ちがあれば、お
習字の経験がなくても大丈夫です。
送り手と受け手の心がつながる字手
紙を是非体験してみてください。

4/22㈮・7/5㈫ 各日13:00 〜 16:00

5/24㈫ 11:00 〜 16:00

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。

1日だけの紫芳の字手紙

至心法律事務所

大阪音楽大学卒 音楽学士
宝塚演奏家連盟会員
リコーダー奏者

リコーダーを始めてみませんか？リコー
ダーはすぐに音が出せて、指使いで脳を
刺激し、
さらに腹式呼吸（有酸素運動）
で
自律神経を整えることができます。初心者
は持ち方から経験者は基礎より、古典曲
や童謡唱歌などを楽しくレッスンします。

第4(月)
14:30 〜 16:30(1回30分)
月額3,300円(税込)
3/28(月)14:30 〜

2,420円

パーソナルカラー診断

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 顔タイプアドバイザー

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。

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。

3/22㈫・4/16㈯・4/26㈫・5/11㈬・6/2㈭・6/18㈯・7/8㈮・8/8㈪

各日11:00 〜 16:10(1回90分)

9,350円（税込）/回

各日11:00 〜 16:10(1回40分)

3,850円（税込）/回

あなたにぴったりの眉の描き方【パーソナルレッスン】

3/16(水)13:00 〜

1,100円

奈良最初の本格的西洋風建築（重要文化財）の奈良国立博物館と、阿修羅像など国宝
が沢山あり飛鳥時代の典型とも言われる銅造仏頭など展示の興福寺を散策します。

整理収納アドバイザー2級認定講座
清水麗子

保険料 110円（税込）

興福寺阿修羅像と奈良国立博物館（仏像館）散策

8/2㈫ 仏像のいろは 観音さんとお地蔵さん

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

2,970円

おもしろ仏像課外講座

7/19㈫ 仏像のいろは 如来・菩薩

発達支援教育士認定講座

お問合せ下さい

1,100円

おもしろ仏像講座課外講座

仏像ナビゲーター
古美術仏像研究会主宰

各日13:30〜15:00

暁書法学院講師

筆ペンを練習し、
その後
ボールペンを練習しま
す。相乗効果により美し
く書けます。美しい氏名
から身につけましょう。

6/21㈫ 仏像のいろは 形・仕草で心を読む

1,650円（税込）

第1・3(水)、第2・4(土)
13:00 〜 15:00
月額3,300円(税込)

筆ペンとボールペン
（午後）

4/19㈫ 仏像のいろは 誕生と伝来の軌跡

5/16㈪ 13:00 〜 15:00

黒田昇右

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!

3/15㈫ 仏像のいろは 鑑賞の極意

毎年恒例のいけだ薪能。
「田村」
「鉄輪（カナワ）」
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。

清水麗子

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!

おもしろ仏像講座
樋口隆秀

観世流能楽師

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。

骨盤ゆがみ診断＆ストレッチ
【パーソナルレッスン】

第1・3(水)10:00 〜 11:30
月額4,400円(税込)

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。

井戸良祐

1,300円

裏千家正教授

初めての方も経験がおありの方も
初歩のお点前から上級なお点前と
一碗の茶を媒介にして、季節の趣
向をご一緒しませんか。主、客の心
を通わせ、
もっとも美しい人間関係
を作りましょう。

石橋徹也

香道泉山御流師範

日常会話〜時事・ビジネスまで
実用英語の経験豊富な講師が
あらゆるニーズにお応えしま
す。
ご希望に合わせた教材（ネ
イティブ 音 源 付き）
を選 択・質
問しやすい日本人講師・英検・
TOEIC対策可能・初心者歓迎

ハンドトリートメント検定講座

500円（税込）/回

和の香りを楽しむ やさしい香道

代表講師

池田宗加

表千家教授

3/20㈰10:30〜11:15

3/18㈮10:00〜

2,200円

茶道 裏千家

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。

毎日の暦には吉凶日があ
ります。例えば天赦日、天福
日は天の恵や喜び事、開業
などに良い日とされていま
す。吉日、凶日
（何事も控え
目 に する日 の 事）
を学び
日々の暮らしの中に暦を
取り入れ学ぶ講座です。

2,750円（税込）/回
500円（税込）/回

和英佑学社

アロマハンドトリートメント検定トレーナー

3/17(木)10:30 〜 11:00

暦の見方と開運日を知ろう！

各日15:00 〜 16:30

英語個人レッスン
渡邉佑惟架

一般3,300円（税込）入館料 600円（税込）
2,970円 保険料 110円（税込）

the暦の読み方

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
できるポイントメイクのアドバイスをします。

☆ENJOY OUR WORLD

関西支部講師

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)

会員

手相と人相

3/18(金)13:00 〜 13:30

椅子生活の日常マナー教室

河﨑のりこ

5/28㈯ 13:00 〜 16:00

藤原萠乃

第1・3(金)13:00 〜 14:30
月額4,400円(税込)

ハンドトリートメント検定講座

会員

鑑定士

第2・4(月)14:45 〜 16:15
月額4,400円(税込)

第1(火)
10:30 〜 12:00
月額3,300円(税込)

阿修羅像で有名な興福寺。聖
武天皇ゆかりの東大寺を訪ね
ます。各 所で 寺 院 建 築、天 平
仏、歴史が織りなすドラマに
ついて解説しながら南都の悠
久の歴史を追体験します。

一般3,300円（税込）
2,970円 保険料 110円（税込）

近未来がわかる

3/28(月)14:45 〜 15:15

大谷大学非常勤講師

春の訪れの中、湖国の園城寺
（三井寺）
と、近江坂本の街並
みを訪れます。歴史と文化に
ついて解説。琵琶湖の春と、近
江の歴史を楽しんで下さい。

はじめての手相入門
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。

小笠原流礼法

杉本 理

3,080円

1,650円

あおによし
天平のロマンを訪ねて

5/22㈰ 13:00 〜 15:30

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。

十河菱眞

3/18(金)13:00 〜

湖国の春をめぐる

大谷大学非常勤講師

平安京に都が作られ、
以後京都
は、長い歴史をもち多様な文化
を創りだしました。
教室では、
そ
の歴史をわかりやすく解説し、
食・服飾・芸能などの文化を紹介
します。

第3(金)
13:00 〜 16:00(1回30分)
月額2,750円(税込)

コピー代

茶道 表千家
森下宗惠

世界は大きな転換期を迎えています。
モノがあふれる時代から、
モノがない
時代へ。想像力や思考力が重視され
る時代がやってきました。世界が転換
期を迎えている今、悩みの解決方法や
考え方を一緒に学んでみませんか？

3/17(木)13:00 〜

京都を歩く(日曜コース)

心理カウンセラー
色彩心理ファシリテーター

いずみはるか

前龍谷大学研究員

朝からきちんと声を出し、気持ちの
良い一日のスタートをきりません
か？名作の朗読で、心も体も元気に
なりませんか？お仲間と朗読のす
ばらしさををわかちあいましょう!!
春から新しい世界に挑戦です‼

杉本 理

アドラー心理学による心のケアを学ぶ（個人）

平家物語の名場面をよみつくそう

作家 朗読家
日本放送協会会員
日本脚本家連盟員

非常勤講師

第3(日)10:30〜12:00月額1,980円(税込)

講座検索
ページは
こちら▶▶

※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。

管理栄養士
大阪成蹊短期大学

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。

健康料理研究会

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

山本千恵

880円

150円

あなたのお顔によく似合う眉の描き方、様々なシーンで使い分けられる眉の描き方をレッスンし
ます。骨格に似合うアイメイクも学びます。マスクをする中、自由にメイクが出来るのが目元に集
中しています。あなたの骨格に似合う眉メイク、アイメイクを知って、マスク美人になりませんか。

3/29㈫・7/23㈯

各日10:30 〜 16:30(1回60分)

2,750円（税込）/回

