10:00〜21:00

アート＆クラフト

アート＆クラフト

壊れた器が蘇る「金継ぎ」
栗原蘇秀
花村邦子

ステンドグラスサーナ教室

監修 漆芸伝承の会主宰
認定関西地区講師

ステンドグラス
林田さなえ ステンドグラス1級技能工芸士、
アート1級技能工芸士、
ステンドグラスサーナ代表

破損してしまった大事な器、陶磁器や漆器、硝子
器が蘇ります。
「金繕い」や「金直し」ともいい、
割れた部分を継ぎ、欠けた部分を成形し、その部
分に金銀の化粧を施し器を修繕する技法です。

自分のペースで楽しく！これからの趣味として始めてみませんか。
男性の方も大歓迎です！
【定員6名】

第2・4（水）10:30〜12:30
13:00〜15:00
19:00〜21:00
月額5,100円(税別)

第3（日）13:30〜16:15
月額3,300円(税別)
3/15（日）14:15 〜

「体験用の欠けた器」の金繕い

2,000円

3,080円（材料と道具代）

アート＆クラフト
花アトリエ
SugarBaby

癒しのお花とキャンドルと

田中昌美

銀座スタジオエス認定講師
SugarBaby

2,200円

第3（水）10:30〜12:30
月額2,500円(税別)
3/18（水）, 4/15（水）

2,500円

2,500円

日本ヴォーグ社 ポーセラーツ教室
日本ヴォーグ社認定ポーセラーツインストラクター

アート＆クラフト

3/20（金）, 4/17（金）

クラフトバンドで作るバッグと雑貨 花の水彩画
中谷孝枝

紙でできているクラフトバンドを使って、
いろいろな形のかごを作ります。
作って楽しい、
使えて楽しいかご作り
を基礎から一緒に作りましょう！

身近な花を水彩絵の具で美しく描
きます。初心者を対象とするプロ
グラムから始めて、基礎から上達
への道を確実に進めてゆきます

第2（月）13:30〜15:30
月額2,500円(税別)

3/9（月）, 4/13（月）
ミニカゴ

2,500円

3/4（水）, 3/18（水）
2,050円

660円

アート＆クラフト

アート＆クラフト

福を呼ぶ 韓国民画
李 惠賢

ソープカービング
大﨑由子

韓国民画 李彩ichae 主宰

日本で唯一、
本場韓国の民画作家であ
る李先生に韓国民画を習いませんか。
縁起の良い韓国民画が自分で描けます。

2,800円

アート＆クラフト

筆ペン・ペン字で書く日常書道
小笠原不求

日本絵手紙協会公認講師

どなたでも気軽に楽しめるのが絵手紙
の魅力です。 ヘタでいい ヘタがいい
をモットーに始めてみませんか。

3/4
（水）
, 3/18
（水）
, 3/13
（金）
, 3/27
（金）

500円

1,500円

アート＆クラフト

クラシックアートフラワー

峯本泉霞

IFAインターナショナルフラワー工芸協会会員

2,050円

3/14
（土）

1,200円

noriko

KSKパソコンスクール代表

2,000円

FTPピラティスインストラクター

3/4（水）, 3/18（水）

2,000円

福島質彦

1,000円

3/17（火）, 3/31（火）

3歳〜 10:15〜11:15
小学生･経験者 11:15〜12:15

月額3,600円(税別)

3/24（火）
3/31（火）

3/1（日）
3/15（日）

1,800円

【5歳〜】

書道講師

初めての方から本格的に学びたい方
まで、丁寧に指導します。自分のペー
スで楽しくピアノを弾きましょう。

ひとりひとり丁寧に指導し、筆使いの
基本から学んでいきます。
毛筆、硬筆の指導。学校宿題もOK ！

第2・4（月）10:30〜15:00
月額4,500円(税別)[1回30分]

第2・4（月）17:30〜19：30
月額3,100円(税別)

3/23（月）, 4/13（月）

3/23（月）, 3/30（月）

2,250円

ボイストレーニング
大阪音大声楽科専攻卒業
関西二期会正会員

西口佳宏

1,550円

【小1〜】

Kid s HIPHOP

3/17（火）,3/31（火）,3/12（木）,3/26（木）

Miku

ピースクラブ
インストラクター

ヒップホップの基礎から応
用まで、その高い指導力に定
評あり。かっこいい振付で楽
しく踊ろう♪

2,000円

アーティスト、
クリエーター

（月）18:45〜19:45
月額5,500円(税別)
3/16（月）, 3/30（月）

1,500円

【5歳〜】

日本空手協会
大浜康伸

こども空手道教室

日本空手協会奈良県本部指導員

日本空手協会は全国に912支部、
世界110ヶ
国が加盟しています。
選手としての指導より
も一人の人として指導し、心身ともに成長
させることを目的とします。

（土）12:00〜13:00
月額6,200円(税別)

第2・4（火）11:00〜21:00
月額6,100円(税別)［1回30分］
3/10（火）, 3/24（火）

1,550円

日曜クラス
第1･3（日）

月額7,200円(税別)

福井青藍

全日本らくらくピアノⓇ協会認定講師

自信を持って人前で歌えるようになりたい。
デビューを目指したい！
あなただけのレッスンを組み立てます。
※限定ペアレッスン
（親子、
友達）
もあります。

3/10（火）, 3/24（火）

2,050円

北側久美子

showgenz

第2・4（火）10:30〜11:30
月額3,100円(税別)

（社）桧垣バレエ団団員

中高年から始めるらくらくピアノⓇ こども 書道教室

楽しく始めるヴォイストレーニング
日本武術太極拳連盟公認技能4段
指導員A級、審判員1級

初心者から上級者まで。
24式、32式を指導します。
中級以上は剣の指導もいたします。

（火）10:30〜11:30
20:20〜21:40
月額8,200円(税別)

全 3回

2,050円

第1・3（火）13:00〜21:00
第2・4（木）12:00〜21:00
月額6,100円(税別)[1回30分]

太極拳

ベリーダンサー＆インストラクター

火曜クラス
3歳〜幼児 17:00〜17:55
小1〜4 18:00〜19:00
小5〜中学 19:00〜20:00

ジャンルを問わず呼吸法や発声法を基礎
から学びます。
個人のご要望に基づいた
レッスンいたします。

第1・3（水）14:30〜15:45
19:15〜20:30
月額4,100円(税別)

初心者の為のクラスです。お腹周りの
シェイプや骨盤の矯正など、中高年女性に
こそチャレンジして欲しいダンスです。

3/7（土）, 3/21（土）

200円

ゆっくりとした動きと呼吸で深
層筋を鍛えながら体の歪みを改
善。腰痛、膝痛、肩こり、便秘など
を解消し体質改善していきます。

はじめての ベリーダンス
sonia

1,800円

ピラティス＆リンパ

Chiharu's Ballet Class

第1・3（金）13:00〜14:30
月額4,000円(税別)
3/6
（金）
, 3/20
（金）

シャルール主宰、ヘッドスパセラピスト
AEAJアロマセラピスト

3/22
（日）
14:30〜15:30

頭皮と腕のマッサージ

4/19（日）開講

バレエ･アン･ドゥ･トロワ

2,000円

3/14（土）, 3/28（土）, 4/4（土）

1,550円

第1（火）10:30〜13:00
月額3,850円(税別)
無料見学会

坂根英夫

2,000円

何度でも
同じことを
聞いてください

パソコンインストラクター

ワード、
エクセルを基本にのんびりとパソ
コンに触れて慣れましょう ! デジカメや
ネット、年賀状にもチャレンジ！

ハタヨガ 〜体質改善〜

ピカケレイラニフラハーラウ
所属アシスタント

2,050円

山田直樹

ヨガインストラクター

こども合気道
窪田育弘

ウクレレ講師

肩こり・猫背・腰痛・便秘・むくみ・
イライラ・頭痛など、心と体の
不調を取り除き、体質改善へと
導きます。

ウクレレソロを楽しんでみませんか。
ウクレレを使って、メロディと
コードを同時に弾いていく
ウクレレソロ を指導します。

第2・4（木）10:30〜12:30
月額4,600円(税別)
3/12（木）, 3/26（木）

第1・3（水）20:00〜21:15
月額3,100円(税別)
3/4（水）, 3/18（水）

第1・3（月）19:00〜20:00
月額5,000円(税別)
3/2（月）, 3/16（月）

1,000円

岡本直子

守田里美

フラインストラクター

3/11（水）, 3/25（水）

1,550円

ヨガ教室 マダム・フキ
専属講師

3/8（日）, 3/22（日）

中級

大阪音大卒業、フルート奏者

第2・4（水）16:00〜21:00
月額6,100円(税別)［1回30分］
1,550円

17:40〜18:30
18:40〜19:30

月額5,200円(税別)
2,500円
（レンタル無料）

楽譜の苦手な方、初めての方も大歓迎。
オーケストラや吹奏楽での演奏、
指導経験あり。ご相談ください。
※楽器のない方レンタルOK

第2・4（日）10:15〜11:30
月額3,100円(税別)

2,050円

（月） 初 級

3/9
（月）
, 3/30
（月）

1,300円

こどもピアノ教室

坂本よしえ

自分の身体を知り、ゆがみを整え、
気の流れをよくして自然治癒力を
高めましょう。

全日本合気道連盟理事、
奈良県合気道連盟会長、八段

合気道はあらゆることから身を護る武道
として人気が高く、礼儀作法・体力作り・
精神修養に役立ちます。

フルート

ゆがみ修正ヨガ

お勤め帰りのフラダンス

第2・4（水）19:15〜20:30
月額4,100円(税別)

3/1
（日）
, 3/15
（日）
, 3/5
（木）
, 3/19
（木）

Ann

ウクレレ教室

フラで新しい自分を発見しませんか。
素敵な女性の為の講座です。
初心者〜経験者まで、丁寧に
指導いたします。

お勤め帰りのひと時、優しいハワイアンに
乗って楽しく踊りましょう。
基礎から丁寧にお稽古しますので
初めての方もお気軽にどうぞ。

第1・3（日）10:15〜12:15
第1・3（木）19:00〜21:00
月額4,100円(税別)

500円

健康モーニング・フラ
豊子 Lei momi Mauloa 川合

KSKパソコンスクール代表

シニアパソコン教室

第3（金）10:30〜12:30
月額2,100円(税別)
3/20（金）, 4/17（金）
2,100円

JW CAD基本講座

第1・3（土）17:30〜19:00
月額5,000円(税別)
3/7（土）, 3/21（土）

3/3
（火）
, 4/7
（火）

キーホルダー

300円

短期間でマスターできる!

3/11（水）, 3/25（水）

白藤 望

【2歳〜】

第1・3（月）

3/2（月）, 3/30（月）
竹本明香 第1・3（土）
3/7（土）, 3/21（土）
庄司縫子 第1・3（日）
3/1（日）, 3/15（日）

3,050円

月額5,100円(税別)

体験料・時間はお問合せ下さい
【4歳〜】

モードジュエリーメイキング

きものを楽しもう

（財）日本余暇文化振興会認定講師

金井美紀 「Beads mode C'est la vie」主宰

1,500円

無料体験会

2,200円

アート＆クラフト

アトリエ・ブーケ トールペイント教室
文部科学省認定手芸普及協会ペイント養成講座講師

全く初めての方も楽しんで簡単
にできるトールから本格的な
資格取得ができるトールまで、
素敵な時間を過ごしましょう。
※ご希望の方は講師免状取得可。

第1・3（金）10:30〜12:30
月額5,000円(税別)

3/12(木), 3/26(木), 3/13(金)

アート＆クラフト
fluer misaki のプリンセスシリーズ第8弾

『眠れる森の美女』

1,200円
4/21（火）
開講
全3回

白倉美佐子

無料体験会

第3（火）10:30〜12:30
全3回 6,300円(税別)

第1（金）13:00〜15:00
月額2,000円(税別)

3/17（火）, 3/31（火）

3/6（金）, 4/3（金）
1,500円

2,000円

3,850円

フラメンコ
上島 繭

英会話講師

旅行先で英語がもっと話せたらと思ったことは
ありませんか。
ご夫婦で親子でお友達どうしで、
アメリカ生活10年以上の経験を持つ講師と
楽しく英会話を始めてみませんか。

3/13（金）, 3/27（金）

1,100円

未生流中山文甫会いけ花教室

佐道つゆ子

第2・4(火)13:30〜15:30 月額4,100円(税別)
19:00〜21:00
2,050円
3/10(火), 3/24(火)

池坊いけ花教室
2,500円

癒しのインテリアフラワー
季節に合わせて暮らしを豊かにするフ
ラワーデザインを楽しむ趣味のクラス
です。※資格取得コース
『DFAダッチ
フラワーアレンジメント』
もあります。

プリザーブドフラワーとリボンを用いプリ
ンセスのドレスをアレンジします。今回は
『眠れる森の美女』オーロラ姫風。

1,000円

第1(金)13:00〜14:30
月額2,100円(税別)
2,100円
3/6（金）, 4/3（金）

1,000円

草月流いけ花教室

1,300円

吉澤星玲

第1（木）13:30〜15:30

月額2,100円(税別)

3/5（木）, 4/2（木）

2,100円

池坊親子いけばな教室

【3歳〜小6】

1,000円

本岡玉香

月額1,600円(税別)（ペア料金）

3/18
（水）
, 4/15
（水）

中村スタシィニー

1,000円

600円

中馬青吾

3/11（水）, 3/25（水）

村上充伸

2,850円

そば打ち教室《入門》

全5回

武術太極拳 クラブ

2,200円

1,100円

1,000円

松岡えりか

R.A.D登録教師、萩ゆうこバレエ団
松岡えりかバレエクラス主宰

基礎クラス

初級クラス

（金）
（土）
17:00〜18:00
10:30〜11:30
月額6,200円(税別) 月額7,200円(税別)
3/13（金）
3/27（金）

1,550円

3/14（土）
3/28（土）

1,800円

3/14（土）, 3/28（土）

（一社）日本珠算連盟 正会員

金野明美（一社）奈良県珠算協会 正会員

当道音楽会中匂当

第1・3（金）12:30〜17:00
第2・4（水）17:30〜20:00 月額5,100円(税別)［1回30分］
3/11
（水）
, 3/25
（水）
, 3/6
（金）
, 3/20
（金）
2,550円（レンタル無料）

各種検定試験の指導、暗算指導で能力
開発のお手伝いをします。少人数制の
レッスン。はじめてのお子様もぜひ！

（月）16:30〜17:30
17:40〜18:40
月額5,400円(税別)
3/9（月）, 3/30（月）

1,350円

300円

2,300円

沖縄三線

奈良県合気道連盟会長
八段

星野由果

合気道はあらゆることから身を護る
武道として人気が高く、礼儀作法・
体力作り・精神修養・呼吸法・気の
練磨を行います。

（月）19:40〜20:30
月額6,200円(税別)
3/23（月）, 3/30（月）

そろばん・あんざん教室

お箏・地歌三味線
一対一のお稽古ですので、
初めての方も
経験者も気軽に弾いて頂けます。
●ご希望の方は職各試験の受験可。
●毎秋の奈良県三曲協会の演奏会にも出場できます。

奈良でシステマが習得できるのはここだけ！

窪田育弘

1,850円

3/4
（水）
, 3/18
（水）
2,450円
3/6
（金）
, 3/20
（金）（レンタル無料）

菊実月あや

大人の合気道

元龍中国武術交流協会

3/13（金）, 3/27（金）

第1・3（水）10:50〜21:00
第1・3（金）15:30〜21:00
月額4,900円(税別)［1回40分］

インストラクター

第2・4（土）13：30〜15：00
月額4,600円(税別)

（金）20:40〜21:40
月額7,400円(税別)

第4（日）10:30〜12:30
全5回11,000円(税別)

丸山雄俊

第1（土）14:00〜15:00
月額2,000円(税別)

武術太極拳とは、中国武術をもとに
したスポーツです。心身ともに健康を
増進し、新陳代謝を高め、痩せやすい、
体幹力のある体を目指しましょう！

初めての方は基本を 5 回で
学びます。毎回打ち立ての
お蕎麦をその場で試食！

楽譜が読めなくても大丈夫！初心者用テキスト
を使用して、
基本からゆっくりと練習します。
とにかくゆっくり学ぶことが大切です。

ロシア武術システマ
システマは呼吸やリラックスを
重視した実践武術です。
年齢、性別問わず老若男女誰でも
楽しく習得できます。

2,000円（防具レンタル無料）

子供の為のクラシックバレエ

読売日本ギターコンクール1位

【3歳〜】

ブルース・リーが創始した究極の
セルフディフェンス「護身術」。
五体を駆使した自己表現の道であり
徒手空拳（素手）の総合格闘術です。

冨岡翔陽

信濃屋そば製粉株式会社認定講師

3/22（日）, 4/26（日）

IUMA日本振藩國術館ジュンファングンフー
ジークンドーアソシエイトインストラクター

3/7（土）, 4/4（土）

岩本政仁

武 術・格 闘 技

奈良でジークンドーが習得できるのはここだけ！

第2・4（木）18:00〜21:00
月額5,700円(税別)［1回30分］
3/12（木）, 3/26（木）

第1・3（火）13:30〜14:30
月額4,000円(税別)
3/3（火）, 3/17（火）

1,850円

無敵! ジークンドー「入門」
タイ語講師

ギター教室

春日伝統太極拳会長

数ある武術気功からやさしく
効果の高い伝統気功・瞑想を
お伝えします。驚異的な治癒力で
かつてない美と健康を。

（水）
10:30〜11:30
月額7,400円(税別)

どんな目的でタイ語を学びたいですか？
旅行、ビジネス、ロングステイなど、
目的に応じたレッスンを行います。

西龍治

瞑想・気功

フラメンコ講師

楽しみながらゆっくり
基礎からはじめましょう。
年齢に関係なく楽しめます。

2,550円

早川起松

第1（水）13:30〜15:30 月額2,800円(税別)
2,800円
3/4（水）, 4/1（水）

第3（水）16:00〜17:00

1,320円

本岡玉香

山村御流朝紫会いけばな教室

Atelier Mille-fleur主宰

Rumiko

タイ語講座

ケイ山田ガーデニングスクールインストラクター

3/11
（水）, 4/8（水）

櫻井千華

プリザーブドフラワー講師

3/6
（金）
, 3/20
（金）
オリジナル袱紗

気軽にはじめる英会話

第2・4（金）10:20〜16:10
月額5,100円(税別)［1回40分］

ガーデニング教室

第2（水）10:30〜12:30
月額2,100円(税別)
2,050円

〜基礎から応用まで〜
全国和裁技術検定上級認定和裁士、和裁講師

運針などの基礎から、
袷の着物、
コート類まで自由自在。
半衿付や、
袖丈のお直し、
子供物の身揚げなどもす
ぐに覚えられます。
初心者の方も運針か
らご指導いたします。
【6名定員・先着順】

コンテナに小さなイングリッシュ
ガーデンの世界を作りましょう。
春ごろにはローズを使ったコン
テナにも挑戦します。

第2・4（月）10:30〜12:30
月額4,100円(税別)

1,500円

阪本光代

第2・4（木）13:30〜15:30
第2･4 (金)13:30〜15:30
月額3,100円(税別)

2/25（火）, 3/24（火）

3/9（月）, 3/30（月）

和裁教室

師範講師

着付けを基本から学びます。一人で簡単
に着られ、苦しくない、着崩れしない着付
けを楽しく学びませんか。

第4（火）12:30〜15:30
18:30〜20:30
月額3,000円(税別)

チェコガラスビーズのネックレス

着付け教室

村田紀美子

今話題の「コスチュームジュエリー」
ワイヤーの基本をマスターしながら
ハイセンスで優美な作品を作りましょう。

クリスタルアートリウム

1,000円

3/5(木), 3/19(木)

【3歳〜】

桧垣バレエ団プリマ
小西裕紀子 監修

小西裕紀子 桧垣琢矢

青春のあの歌をもう一度〜♪
歌謡曲、
フォークソング、
ポップスなど70〜80
年代のヒットソングを一緒に歌いましょう。
楽譜が読めなくても大丈夫。初心者大歓迎！

1,550円

第3（日）14:30 〜 16:00
全3回 10,650円(税別)

大人になってから憧れのバレエを始めて
みたい、姿勢や身体をきれいに保ちたい、
柔軟性を高めたい、そんな方の為の
初心者クラスです。

フリーのJWCADで様々な図面を実際
にトレースしながら操作方法をマスタ
ーしていただきます。機械、建築などの
図面をトレースしながら進めます。希望
者には建築CAD3級合格対策をします。

青森の伝統工芸、こぎん刺しを
北欧風にかわいく手作りで
作ってみませんか！
初心者の方も大歓迎。

3/3（火）, 3/17（火）, 3/14（土）, 3/28（土）

1,500円

アート＆クラフト

鍵谷治美

中谷千春

写真家

第1・3（土）19:00〜21:00
月額6,000円(税別)

小川信二

ポジャギ工房koe講師

（財）日本手芸普及協会刺しゅう指導員
中植貴子 大塚あや子白糸教室講師

暁書法学院講師

第1・3（火）19:00〜21:00
第2・4（土）14:00〜16:00
月額4,100円(税別)

3/13（金）, 3/27（金）

影山一恵

1,300円

こぎん刺し初級講座

筆ペンとボールペンには共通点
があり、
同時に練習することで
両方とも上達します。

第2・4（金）13:00 〜 16:00
月額5,100円(税別)
2,550円

1,000円

筆ペンとボールペン

1枚の布から染色、
こて当てをして
仕上げていきます。初めての方も
最初から丁寧に指導いたします。

ミニバラ

2,050円

1,500円

ボストン音楽院留学
講師経験20年、プロ歌手

第1･3(木)14:00〜15:00
月額4,100円(税別)

正しい頭皮ケアや血流を促す
マッサージで美髪、
若々しいお
顔のツヤやたるみ予防効果を
ご実感いただけます。

50歳から始めるバレエ

「知っている」
ではなく、
「私は使いこなせ
る」
と言えるよう実際にアプリ制作をし
ながら習得して頂きます。
オフィスでの
業務効率アップになるだけではなく独立
や転職などの時は強力な武器になります。

李王朝時代から伝わる技法で布を
つなぐ韓国のパッチワーク。透明感
のある麻や絹で美しい作品に仕上
げます。

第1・3（水）10:30〜12:30
第2・4（金）10:30〜12:30
月額4,100円(税別)

3/13（金）, 3/27（金）

林田麗子

第2・4（水）20:00〜21:00
月額3,000円(税別)
3/11
（水）
, 3/25
（水）

小川信二

韓国伝統パッチワークポジャギ
工藤和子

東洋芸術院教範

楽しく学びませんか！ 表書き・のし袋・
手紙などの実用書を丁寧に指導します。

第2・4（金）13:30〜15:30
月額4,100円(税別)
2,050円

3/6（金）, 3/20（金）

550円

第1・3（月）10:15〜12:15
月額5,100円(税別)

エクセル マクロ VBA 講座

戸塚刺しゅう師範

中原由賀里

本格派ダンススタジオ『ピースクラブ』講師
が丁寧に指導します。ジャズダンスの基礎か
ら応用まで、その高い指導力に定評あり。
ダンスが初めてでも大丈夫！

2,500円

長谷川恵美

ボタニカル頭皮ケアマッサージ

RI O ピースクラブインストラクター

ホームページを

【5歳〜小6】

楽しい絵手紙
村上里美

玉浦祐子

一般社団法人日本朗読検定協会プロフェッサー
常任本部認定講師

オフィス業務の効率化に最適!

第1・3（金）10:30〜12:30
月額4,100円(税別)

2/24（月）, 3/23（月）

1,650円

1,100円

糸と針に想いを込めて、楽しく語らい
ながら作品を作りましょう。
新しいお友達との出会いを
お待ちしています。

第4（月）10:30〜12:30
月額2,800円(税別)

2/27（木）, 3/26（木）

2,100円

戸塚フランス刺しゅう

Atelier由主宰、日本タイカービング協会会員

〜香りとデザインを楽しむ〜
ナイフ1本で出来るアートです。四季
を感じる作品を混ぜながら徐々に高度
なテクニックを身につけていきます。

第4（木）14:00〜17:00
月額5,000円(税別)
2,500円

チューリップのトレイ

3/6（金）, 3/27（金）

1,800円

全250講座以上 ご覧ください!

思い出の青春ソングを歌おう♪

ヨガインストラクター

「骨盤底筋」
を鍛えることで尿トラブルの
予防・改善、
足腰の強化、
姿勢改善、
ヒップアップ、
お腹のサイズ
ダウンに繋げます。

大人のJAZZDANCE

第2・4
（土）
11:00〜13:00
月額5,100円(税別)

2/27（木）, 3/26（木）

300円

3/10（火）, 3/31（火）

これから写真を始めたい初心
者の方も大歓迎！作品の講評
と撮影の基礎知識を分かりや
すく解説。※屋外撮影の実習
もあります。

第4（木）13:00〜15:00
月額2,100円(税別)

maco

第1・3（金）10:15〜11:30
月額3,100円(税別)

発声から表現を判り易く丁寧にお伝えします。
童話、民話、詩、文学作品等「心を繋ぐ」
朗読にチャレンジしましょう。

柏尾浩司

フランス・プロヴァンス地方に伝わる
キルト ブティ 。宝石をちりばめたよ
うな優雅で繊細な白いキルトで素敵
な小物を作りませんか。

第1・3（水）13:30〜15:30
月額4,100円(税別)

第2・4（火）15:15〜16:15
月額3,600円(税別)

デジカメ写真教室

キルト作家、インターナショナルキルト
横浜 2009 優秀賞受賞

石井智美

第4（水）13:00〜14:30
月額2,000円(税別)
1,000円

骨盤底筋ヨガセラピー

ダンスインストラクター

転倒防止、認知症予防などの効果が期待さ
れているヒップホップダンスを50代以上
の皆様に合わせたスピードで楽しくレッ
スンします。

3/2（月）, 3/16（月）

2,100円

ホワイトキルトブティ

浦前知佐子 水彩画講師

クラフトバンド講師

YUKAR I☆

朗読を通じ、心豊かに、無理のない発声で
健康な声を保つトレーニング。
声を出すことで、かすれたり、出にくく
なった声だけでなく心も元気に！

おうえ さちこ

中植貴子 （財）日本手芸普及協会パッチワーク指導員

アンスリューム、
タロリーフのコースター 2枚

アート＆クラフト

50代から始めるHIPHOP

フリーアナウンサー
中山由美子 （元和歌山放送アナウンサー）

はじめての朗読

ハワイアンキルト

第3（金）10:30〜12:30
月額2,100円(税別)

800円

当チラシに掲載の他にも
多数各種講座があります

朗読・ボイストレーニング

2/26（水）, 3/25（水）

1,000円程度

作りたい作品を自由につくるクラス
です。初心者から経験者まで自分のペ
ースで楽しみましょう。※日本手芸普
及協会のパッチワーク資格取得も可

3/27（金） マグカップ
1,000円

薬膳療法士、カフェ薬膳スタジオ美身主宰
健康生活指導士、旬薬zenみんカフェオーナー

新聞・雑誌・テレビで広く紹介されている
薬膳療法士・長谷真由美先生による人気講座！
今すぐ実践できる薬膳。
楽しい会食タイムと
盛りだくさんの講座です。

2,800円

世界にたった一つしかない
実用的でおしゃれなオリジ
ナル食器を作ってみませんか。
第1（金）19:30〜21:30
月額2,100円(税別)

花束アレンジ
ミモザのリース
ブックボックスアレンジ

長谷真由美

2/26（水）, 3/25（水）

アート＆クラフト

有川由樹

ワンランク上、
大人上品なお花の雑貨
を毎月1作品作って頂ける教室です。
4月
5月
6月

2,550円

さぁ、薬膳をはじめましょう

第4（水）10:30〜12:30
月額2,800円(税別)

3/11（水）, 3/25（水）

フットライト

0744-20-3025

1,550円

スポーツチャンバラ
篭田彰宏 他、奈良県スポーツチャンバラ協会インストラクター

三線講師

メンソーレ！！ 古の琉球王朝より
伝わる伝統楽器三線を弾きながら
沖縄ポップスや琉球民謡を楽しく
唄いましょう。初心者歓迎！

子どもから大人まで誰でも
楽しく簡単にできます。
一度やってみれば夢中になること
間違いなし！

第2・4（日）13:00〜14:00
月額5,500円(税別)

第2・4（土）10:15〜11:30
月額3,000円(税別)

3/8（日）, 3/29（日）

2,750円（三線レンタル無料）

3/14（土）, 3/28（土）

1,500円、道具レンタル代500円

