
■宇留嶋  美穂（ソプラノ）
■2･4月曜　13:30～15:30
■参加料  2,000円（1ドリンク付・チケット制）

吹田さんくすホール
貸ホール・貸会議室

うたごえサロン※予約不要

■鶴原ヨガスタジオ講師陣
■各講座　月4回　5,500円
※ヨガ随時体験可　◇1,100円

ヨガ・ピラティス

■宇留嶋  美穂
■1･3木曜　13:30～15:10
■参加料  2,200円（チケット制）

クラシック歌のサロン※要予約

地下鉄四ツ橋線本町駅24番出口
西方向へ直進3分西本町ビル地下

本町 綺羅星ホール教室
き　ら　ら

パワーヨガ
ヨガ＆ピラティス
スローヴィンヤサヨガ  

◆水曜19:40～20:40
◆水曜18:30～19:30
◆火曜18:30～19:30

JR吹田駅から歩いて１分。250名収容可能な
多目的ホールをはじめ、会議、講演会等、用途に
応じてさまざまにご利用いただける５つのスペ
ースをご用意しました。

◆KORIO（男性トレーナー）
シニアのサルセーション
◆月曜　16:15～17:15
40歳からのサルセーション
◆水曜　20:10～21:10
◇月4回　5,500円
体験 5/26・6/2・9・16・23・30（各水）
        5/24・31・6/7・14・21・28（各月）
◇1,100円

ダンス初心者歓迎♪
ラテン音楽やポップスなどの
音楽に合わせて身体を動かす
フィットネス。音楽を楽しみなが
ら体を動かす事で、気分爽快、
リフレッシュになります。

バレエストレッチ

◆野尻 久美子（川上恵子バレエスクール講師）
◆金曜　17:45～18:45
◇月4回　5,500円

体験 5/21・28・6/4・11・18・25
◇1,100円

バレエの基本の動きを取り
入れ、体幹を鍛え美しい姿
勢を作ります。身体の固い
方も大丈夫。音楽にのって
楽しく身体を伸ばします。

肩甲骨エクササイズ

◆岩田 イリーナ
◆1･3金曜

15:10～16:25

NEW

天使の肩甲骨を作ろう♪
リングを使い肩甲骨の
周りを前後左右に動か
して弾力性のある筋肉
を作ります。肩こりの方
におすすめです。

フォークダンス

◆近藤  幸子（日本フォークダンス連盟公認指導員）
◆2･3･4水曜

9:15～10:15　入門
10:30～12:00　一般

◇月3回　入門3,960円　一般 4,950円
体験 5/19・2 6・6 /9・1 6・2 3（各水）
◇1,100円※入門クラスのみ

まず、よい姿勢で歩くこと
から、基本のステップを。
ステップを覚えたら大ホー
ルで踊る一般クラスへ！

癒しのぬり絵

◆渡辺 知恵子
（絵画アーティスト）

◆1･3木曜　 13:00～15:00
◇月2回　4,400円（教材費別途）
体験 5/20・6/3・6/17（各木曜）◇1,430円
（材料費込）持ち物：色鉛筆

NEW

塗り絵には自律神経を
整える効果があります。
簡単なレベルから繊細
なものまで個人に合わ
せて指導します。

シニアにおすすめ！

はじめてのフラメンコ

はじめてのシニアのHIPHOP

◆阿藤久子フラメンコスクール講師陣
◆水曜　18:50～19:50　はじめて
◇月4回　7,480円
◆シニアと入門　9:50～11:10

※はじめての方も
初級  11:20～12:40
中級  20:15～21:35

◇月4回　8,580円
体験 5/19・2 6
         6 /2・9 ・1 6・2 3・30（各水）　
◇1 ,100円

ジプシーから生まれた激しく美しく踊るフラメ
ンコ。はじめてクラスを新設しましたので是非
ご参加下さい。午前クラスご希望の方は「シニ
アと入門クラス」へ。

はじめての講談

◆旭堂 南照（旭堂南陵一門）
◆1･3火曜　15:20～17:20
◇月2回　5,500円
体験 5/18・6/1・6/15・6/29（各火）
◇1,100円

古典芸能の世界へお誘いします！
講談は声に出すこと、口を動かす
こと、物語をイメージすること、全て
が健康につながります。一つ一つの
物語を一緒に楽しく学んでいきま
しょう！ はじめての方を対象に皆様
に講談の面白さをお伝えします。

脳トレ・レクマジック

◆小田切 さくら（プロマジシャン）

◆3金曜　15:30～17:00　新設
◆2土曜　10:30～12:00
◇月1回３ヶ月３回　6,600円（税別・材料費別途）
体験　5/21・6/18（各金）6/12　（土）

◇2,200円

大人気！ 平日お昼クラス増設しました♪
右脳開発、脳トレはもちろん、
コミュニケーションツールとし
て効果抜群。お誕生日、結婚
式、老人会、子ども達等にも是
非ご披露ください。

クラス
増設

弾ける！ 津軽三味線

大西ピアノ

女性のための健康麻雀

クラス
増設

脳トレのための将棋

◆増田 一晶
（日本まなび将棋普及協会公認インストラクター）

◆2･4日曜　10:00～11:30
◇月2回　3,960円
体験 5/23・6/13・6/27（各日）
◇1,100円

男性歓迎♪日曜クラス新設しました！
頭で考え指先を動かす事
で脳を活性化。初心者か
ら中級までレベルに応じて
指導します。月２回、日曜に
脳活を始めませんか？

アメリカンパッチワーク

◆柴田明美パッチワークスクール
専任講師

◆2･4木曜　13:00～15:00
◇月2回　4,400円
体験 6/10・6/24（各木）
◇1,650円（材料費込）三角つなぎのポーチ

個人の感性を大切に、布や色使
いは全くの自由です。自分だけの
オリジナル作品を作りましょう！

水彩色えんぴつ画

◆上島 香子（紫蘭の会公認講師）
◆1･3金曜　13:00～15:00

水彩画は難しいと思われて
いる方は、水彩色えんぴつ
で描いてみませんか？ どこ
でも気軽に描けて仕上がり
は水彩画です。

◇月2回　4,400円（教材費別）体験
　5/21・6/4・6/18（各金）

◇1,430円（材料費込）
◇

◆田口 幸輝
（木彫りを楽しむ会主幹）

◆2･4水曜　10:00～12:00
◇月2回　4,730円

まずはコースターの木彫りから
始めましょう♪はじめての方に
も分かりやすく指導しますので
ご安心ください。もちろん経験
者の方も歓迎です。

フラメンコギター

◆Francisco Morales, El Pulga
◆2･4水曜　19:00～21:30
◇月2回　6,600円
体験 5/26・6/9・6/23（各水）
◇1,650円（時間要打合せ）体験用ギター貸出

フラメンコ発祥地のアンダルシ
ア出身の講師から習ってみませ
んか。講師歴25年以上、全くの
初心者から上級者まで。

個 人
30分

基礎から楽しむフルート 

◆中島 優子
（大阪音楽大学器楽学科卒）

◆2･4月曜　18:00～21:30
◇月2回　6,600円
体験 5/24・6/14・6/28（各月）
◇1,650円（フルート持参･時間要打合せ）

フルートは綺麗な音色で気軽に始めやすい人
気の楽器です。楽譜が読めない方から経験者
の方まで。

個 人
30分

※フルートをお持ちでない方は無料でご説明を
させていただきます（時間要打合せ）

ジャズを歌おう 全6回

■青木 まきほ（ボーカリスト）
■7/8・22・8/12・26・9 /9 ・30（各木）

各2･4木曜　13:00～14:30
□全6回　13,860円（テキスト代別途）

ジャズは個性を表現するもの。
楽譜が読めなくても英語が苦
手でもOK！ 発声の基本からテ
クニックまで初 心 者から経 験
者まで丁寧に指導します。 

仏像のいろは講座  全6回

■樋口 隆秀（古美術仏像研究会 主宰）
■座学 4/24・5/29・6/26・7/24・9/25（各土）

各土曜 13:00～14:30

今さら聞けない！仏像のいろはを学びましょ
う。5回の座学に加え8月には大人の遠足
へ。長年旅行業界に携わった講師が分かり
やすく楽しく講義します。

奈良国立博物館 1400年遠忌記念 
聖徳太子展となら仏像館をガイド
付きで見学後、ならまちを散策（昼
食は奈良県庁食堂にて自由食）

やさしいタロット全6回

■曽根原 朱鳥
■4/15・5/6・20・6/3・17・7/1

各1・3木曜　15:20～17:20

□全6回 16,500円（教材費別途） 

※タロットカードお持ちの方は持参下さい。

あなたの感性と直感で、カードが語りかけて
くるメッセージを読み取っていきましょう。
言葉ではなく、絵のイメージから78枚の
カードの意味と基本的な占い方、リーディン
グ(解読法)までを順に学んでいきます。

九星気学 初級 全6回

■曽根原 朱鳥
■5/6・6/3・7/1・8/5・9/2・10/7

各1木曜　13:30～15:00
□全6回 16,500円（教材費 別途）

生年月日の九星の組み合わせにより
運勢や方位の吉凶を占います。はじ
めての方向けの全６回コースです。

筆ペン・ボールペン講座 

■暁書法学院講師陣
■8/24～全6回コース

各2・4火曜　13：00～15：00
□全6回　6,660円
■7/20～全8回コース各

火曜　10:00～12:00
□全8回　8,800円

手書きによる温かみのある美
しい文字が書ける大人に…。

お得な受講料で美しい字を手に入れる！

ドイツ語を話そう  全12回

■吉森 裕子
■初　級　  18:30～19:45

はじめて   20:00～21:15

□全12回　22,440円

■樋口 隆秀（古美術仏像研究会 主宰）
■5月26日（水）11時奈良駅集合
（16時頃解散予定）
□全１回　3,000円
（交通費・拝観料・昼食代別途）

独レーゲンスブルクで学んだ講
師が、簡単な会話が出来るよう
に指導。以前習っていてすっかり
忘れてしまった方も是非。

◆松尾 龍(火）・山本 司（土）
◆2･4土曜　10:00～12:00

1･3火曜　13:00～15:00　残席僅か
  15:10～17:10◇月2回　4,400円

体験 　  5/18・6/1・15・29（各火） 
　　　　5/22・6/12・26（各土）
◇1,100円

初めての方でも参加しやすく
指先の運動や認知症予防に最
適な講座です。「お金をかけな
い、お酒を飲まない、煙草を吸
わない」クリーンで健全に楽しめる麻雀教室です。

少人数の土曜クラスがおすすめ

座学に加え大人の遠足1回の充実全6回♪

土曜クラス増設しました。

◆山田　岳史
◆1・3木曜　18：30～21：00
◇月2回 7,700円
体験 5/20・6/3・17（各木）◇1,650円

※体験用三味線貸与

津軽三味線というと家元制度
のお金のかかる敷居の高い
楽器というイメージですが、
現役の演奏家である講師が
現代的に優しく解りやすく
教えます。

◆大西  陽子（音楽group「ミューズ」主宰）
◆1･3火曜　9:00～12:30
◆1･3土曜　13:00～17:00　新クラス
◇月2回　初級　　6,600円

中上級　7,700円
体験 5/18・6/1・6/15・6/29（各火）

　6/5・6/19（各土）
※要時間問合せ　◇1,650円

初心者から上級者までレベルに
合わせてレッスン。定期的に仲間
と演奏会を開催。

個 人
30分

◇月2回　3,850円

シニアのサルセーション
40歳からのサルセーション

3Dアートフラワー

◆渡辺 知恵子（ドルチェヴィータ主宰）
◆2水曜　 15:30～17:30
◇3ヶ月3回　6,600円（教材費別途）

体験 6/9（水）
◇2,860円（材料費込)◆お花のコサージュ
※持ち物　ウェットティッシュ

NEW

お花がプリントされたフィ
ルムを熱によって立体化
させ、アクセサリーを完成
させます。初めての方で
も高級感のある仕上がり
になります。アクセサリー
からインテリアまで。

シニアのためのフラダンス

◆小西 京美（MAKA LOCOMAIKAI主宰）監修
田中 智津子(講師）

◆1・3月曜　10:00～11:00
◇月2回　3,960円
体験 6/7・21（月）
◇1,100円

NEW

NEW

シニア向けにゆったりとした動きで踊ります。
皆さんで楽しく踊りましょう！
足腰の弱い方は座ったまま上半身だけ動かし
て踊る事も可能です。

40歳からのヴォイストレーニング

◆福田 美保（ヴォイストレーナー）
◆1・3水曜 15:20～17:00  月２回クラス
◆1土曜　 10:30～12:10  月１回クラス
◇月2回クラス　4,840円
◇月1回クラス　3ヶ月３回6,600円
体験　5/19・6/2・16・30（各水）
　　　 6/5（各土）◇1,100円
動きやすい服装でお越しください。

NEW

NEW

声が出にくくなったとお悩み
の方や、声が豊かになりたい、
美しい声で歌いたい方など
へ。身体を意識して使う「フラ
ンクリンメソード」を導入。動き
やすい服装でお越し下さい。
※月２回クラス・月１回クラスお選び下さい

NEW

大人の遠足1回付き　今さら聞けない

大人の遠足　全１回
奈良国立博物館とならまち散策

大人の遠足　 8/28（土）
～冥界の入り口～六道珍皇寺と六波羅蜜寺

全6回  15,840円（資料代別途）
※大人の遠足のみ参加の方・参加費3,000円

申込の〆切  各１０日前まで
（拝観料・昼食代・交通費は各自負担）

新講座・おすすめ講座新講座・おすすめ講座
まずは体験しませんか ※　　 マークは、新しく始まる講座です。

おすすめ公開講座♪入会金不要♪  

NEW

大阪シティアカデミー
〒 564-0027　大阪府吹田市朝日町 1-401 さんくす 1 番館 4 階

No.138
2021 年 ５月

体験・見学には予約が必要です。
お申込・お問合せはWEBが便利♪

大阪シティアカデミーの取り組み

▶ JR吹田駅中央出口を左  さんくす1番館4F
▶ 阪急吹田駅からはJR線沿い徒歩10分
▶ 阪急バス　JR吹田駅すぐ

●手指の消毒のため、受付横と各教室にアルコール除菌ジェルを設置いたします。
●飛沫感染を防ぐため、人と人が密着しないように各教室の机の間隔をあけたり、

パーテーションを設置させて頂きます。
●換気するため出入口は開放いたします。
●従業員は全員マスクを着用いたします。
●各教室の机やイス、ドアノブや電気のスイッチ等は定期的にアルコール除菌を

致します。

受付時間▶平日/土曜：9 :3 0～20 :0 0▶日曜/祝日：9 :3 0～16 :3 0

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため以下の項目を実施いたします。

検索大阪シティアカデミー

JR吹田駅直結のカルチャーセンター

News
Letter

女性
限定

◆HIRO（DANCE STUDIO D-TREK 主宰）
◆水曜　15:30～16:30　はじめて
◇月4回　5,500円
体験 5/26・6/2・9・16・23・30（各水）1,100円

◆水曜　13:00～14:00 中級　満席
14:15～15:15 初級　満席

◇月4回　5,500円

年齢に関係なく元気に踊りましょう。ダンスが
はじめての方もOKの新クラスはじまります。
簡単なトレーニ
ングからカッコ
よい振り付けま
で、楽しく踊りま
しょう！

人気クラス♪

個 人
30分

やさしい木彫り



ハワイアントールペイント

トール&ポタリーペイント

◆アロハプレート　◇2,200円
＊エプロン、古タオル、筆洗 

◆中村 さとみ
◆1･3火曜　10:00～12:00
◇月2回コース　4,400円
◇月1回コース　3か月３回6,930円

白木素材などにハイビスカスなどをアクリル
ペイントで描く楽しい教室。
体験 5/18・6/1・6/15・6/29（各火）

ポタリーペインティング

◆マグカップ　◇3,190円
＊水入れ、エプロン、古タオル、白画用紙

素焼きの陶器に、風景や花
などをモチーフ、味わい深い
オランダ風の絵付けを。
体験 5/18・6/1・6/15・
6/29（各火）

アッセンデルフト

体験 5/18・6/1・6/15・6/29（各火）
◆バラのメガネケース　◇2,750円
＊エプロン、水入れ、古タオル

インテリア雑貨などに
花などの図柄を深い色
合いで描きます。

デコラティブペイント

◆植本 正子
（スタジオ・ラ・パレット）

◆2･4土曜　10:00～12:00
◇月2回　アクリル本科4,950円

オイル本科・バラのコース6,050円
体験 5/22・6/12・26（各土）〆切１週間前
◆好きな文字で作るオリジナルネームプレート
◇2,750円（材料費込）

アクリル絵具やオイル絵具で
生活雑貨や家具などにオリジ
ナルの柄を描きます。

ハンドメイドジュエリー

◆植原 勢津子
◆1木曜10:00～12:00
◇3ヶ月3回　6,600円
体験 6/3・7/1（各木〆切１週間前）
ネックレス（写真）
◇3,300円（材料費込）

ハンドメイドアクセサリーの
様々な手法を体験できま
す。基礎から応用まで分か
りやすく指導します。ご自身
のペースでゆったりと楽し
んでください。

ビーズアクセサリー

◆赤松 祐子（REBECCA）
◆3木曜　10:00～12:00
◇3ヶ月3回　5,940円
随時見学可

大人気のスワロフスキーや
チェコガラス等の輸入カッ
トガラスビーズを使用して
ネックレスなどさまざまな
アクセサリーを自分サイズ
で作ります。

花みずきの創作キルト

◆上崎 由紀子
　［監修］ キルターズクラブ 花みずき主宰 貝田明美
◆1土曜　10:00～12:00
◇3ヶ月3回　6,600円
体験 6/5・7/3（各土）
◇2,100円（材料費込）

簡単に出来るアップリケ
の技術を基本として、初
めての方から上級者まで
指導します。かわいい花
や動物たちのアップリケ
を楽しみましょう！

手あみ教室

◆梅田 篤子（日本編物文化協会指導員）
◆2･4金曜   　 10:00～12:00　満席
　1･2･4火曜　13:00～15:00
　（月2回受講可）
◇月2回3,300円・月3回4,290円
体験　5/25・6/1・8・22・29（各火）
ポーチ（写真）◇1,650円（材料費込）
＊持参品：4号または5号かぎ針　

棒針、かぎ針の持ち方、
編目記号と編み方など、
手編の基礎から指導し
ます。

籐クラフト

◆渡辺 令子
（長谷川籐工芸本部講師）

◆3金曜 A: 13:00～15:00　基礎コース
B: 15:30～17:30　初中級コース　

◇月1回3ヶ月3回　6,930円
随時見学可

籐、あけびつる、竹などの
素材を使って作品を。基礎
コースは作品を楽しく作り
ながら、籐の組み方・編み
方の基礎を習得します。

戸塚ししゅう

◆小林 則子（戸塚刺しゅう講師）
◆2･4月曜 10:00～12:30　初中
◆2･4月曜 13:00～15:30　はじめて
◇月2回　4,400円
随時見学可

小物、インテリア、お洒落な
テーブルウェア…など。種々
のステッチを組合せて美しい
作品を作ります。基本から丁
寧にご指導いたします。

ステンドグラス

◆友川 栄美子（アイリス主宰）
◆1･3水曜　15:15～17:30

2･4木曜　15:15～17:30
2･4土曜　13:00～15:15
2･4土曜　15:15～17:30

◇月2回　4,730円
随時見学可

お部屋をゴージャスで安ら
ぎのあるコーナーに。ティ
ファニー式ランプ、窓用パネ
ル等の作り方を指導します。

ほっこり 布絵アート

◆田中 ゆかり
◆2・4月曜　10:00～12:00
◇月2回コース　4,180円
◇月１回コース3ヶ月3回　6,600円
随時見学可

日本古来の押し絵の技法
をもとに、自由な発想、表
現方法を用いた新しい額
絵です。

 

グラスリッツェン

◆曽和 愛実
（グラスリッツェン･グレース）

◆3木曜　13:00～15:00
◇3ヵ月3回　9,900円
体験 6/17（各木）
◆ワイングラス　◇3,300円
＊持参品：ハンカチ大の黒っぽい布、ハサミ、セロテープ、タオル

ダイヤモンド粉末のついた針1本で、透明ガ
ラスにモノトーンの輝きを表現します。植物、風
景などのモチーフで素敵な世界を。

ラビアンフラワー

◆本田 麗子
（ラビアンフラワー会長）

◆2水曜　13:00～15:00
◇3ヵ月3回
初級　6,930円　上級     8,052円
専科　9,240円　専修科 11,880円
体験 6/9（各水）
ミニカラーの花束（写真）
◇2,750円（材料費込）　〆切1週間前

ペーパーを独自開発のワック
スに通し、クリスタル調の高貴
なラビアンフラワーに。

ヨーロピアン・カルトナージュ

◆夏木 智加
（ECA代表　Salon-de-Felice主宰）

◆3月曜　10:00～12:30
◇3ヵ月3回   初級 8,250円   中級 9,900円
体験 6/21・7/19（各月）
申込〆切1週間前◆エレガントケース(写真）
◇3,650円（材料費込）

厚紙を巧みに組み立て、
ヨーロッパ各地の素敵な布
や紙で装飾して、ボックスや
写真立てなどを作ります。

基礎からはじめる水彩・淡彩画

◆井戸 啓司（紫蘭の会主宰）
◆2･4火曜　13:00～15:00　満席

 15:10～17:10  
◇月2回　4,400円
体験 5/25・6/8・6/22（各火）
◇1,100円 15：10のみ
＊持参品：透明水彩絵具、鉛筆HB・３B、筆、

スケッチブック

基本技法、風景画を描
くために避けて通れな
い遠近法、透視図法な
どを初心者にもわかり
やすく指導。

油絵 入門

◆岡本 福代
◆2･4木曜　10:00～12:00
◇月2回　4,400円
体験 5/27・6/10・6/24（各木）
◇全２回　3,520円
＊持参品：２B鉛筆、消しゴム、筆を拭くタオル、
　折りたたみイーゼル（お持ちの方のみ）

キャンバスに描く感触はまさ
しく至福の時。絵を描く楽し
さと上手に描ける嬉しさを
体験して下さい。

絵てがみ

◆岡本 基子（かりん主宰・日本美術家連盟会員）
◆1･3月曜　10:30～12:30
◆1･3水曜　13:00～15:00
◇月2回　4,180円
体験　5/19・6/2・6/16・6/30（各水）

◇1,980円

＊持参品：レモン又はパプリカなど

大きく楽しく描ければ、それでOKです。
絵てがみを始めると、毎日のくらしの中に、
小さな「感動」が生まれます。

スケッチ・淡彩画

◆辰巳 晶美（洋画家）
◆2･4水曜　12:50～14:50
◇月2回　4,400円
随時見学可

水彩画の魅力は発色
の鮮やかさと画材の手
軽さです。スケッチの基
礎から丁寧に指導。好
季節は野外スケッチに
出かけます。

 

 

楽しい花の一筆画

◆南 季世子
（花の一筆画画家･友禅画家）

◆2土曜　12:45～14:45
◇3ヵ月3回　6,600円　随時見学可

画歴30年の講師が筆運びや色
使い、隠し技等、花を生き生きと
表現する方法を楽しく教えます。

水 彩 画

◆伊藤 美恵子
（洋画家）

◆1･3金曜　10:00～12:00
13:00～15:00

◆1･3水曜　13:00～15:00
◇月2回　4,400円　随時見学可

身近な花や野草、野菜など
をペンと水彩で描きましょ
う。折々に鉛筆デッサンを組
み込みます。

 

水 墨 画

◆川添 南栘（南北墨画会理事）
◆2･4月曜　10:00～12:00

2･4金曜　12:50～14:50
◇月2回　4,400円　随時見学可

濃淡だけで美しく奥深い
世界が表現できる水墨
画。初心者には基本的な
技法から丁寧に。掛け軸
など大作も。

◆赤尾 三千代
（日本和紙ちぎり絵協会賛同会員）

◆1水曜　13:00～15:00
◇3ヵ月3回　5,940円　随時見学可

手すき和紙を指先でちぎり、
のりで貼って制作。豊富な題
材で完成度の高い作品に。

基礎からのデッサン画・パステル画

◆入江 高光（画家）
◆1･3水曜　15:30～17:30
◇月2回　4,400円
体験 5/19・6/2・6/16・6/30（各水）
◇1,650円（材料費込）

ちぎり絵

基礎から始め、表現力を高め
ます。描く楽しみを味わいま
しょう。デッサン画とパステル
画、お好きな方で自由に描い
てみましょう！

俳 画

◆大橋 繪理穂
　（穂積俳画・全日本積穂俳画協会  本部講師師範）
◆1･3火曜　13:00～15:00
◇月2回　4,400円　随時見学可

四季折々の花鳥風物を
さらりと描き、1句を。
雅 趣に富 んだ 色 紙 、
絵手紙、短冊、扇子など
の作品に。

京都スケッチ散策

◆矢野 勅（洋画家･アトリエ･アロー主宰）
◆1木曜、11時ごろ京都各地集合
◆2土曜 〃
◇3ヵ月3回　6,600円
随時体験可　1,650円

嵐山･嵯峨野など京都の名
所を気軽に水彩でスケッチ
散策しませんか？
※1月、2月、8月は教室。

日本画 入門

◆島田 直季（日本画家）
◆1･3水曜　10:00～12:00
◇月2回　4,400円
体験 5/19・6/2・6/16・6/30（各水）
◆色紙に描く　◇2,750 円
＊持参品：消しゴム、赤ボールペン、
　B～2B鉛筆を2～3本、雑巾

日本人の心と文化を描く日本
画、「岩絵具」を使って身近な
モノから描いてみませんか？

やすらぎの仏画

◆久保田 聖淳
（仏尚美術会会長）

◆3火曜　13:00～15:00
◇3ヵ月3回　6,600円　随時見学可

無心で仏画を描く事で、心が
癒されていきます。まずは手ぶ
らで参加できる体験を！

こども

絵画・スケッチ

手工芸

こども空手教室

小嶋ピアノ…４面参照

◆北野 延保
（日本空手道会糸東流師範）

◆金曜　A: 5歳～小1   17:00～18:10
B: 小2～小6   18:15～19:45

◇月4回 A: 3,960円   B: 4,950円
体験 5/21・28・6/4・11・18・25（各金）
◇550円

礼儀正しく、前向きで、心身ともに強いお子さ
まに成長されるよう、指導します。

楽しく学ぶ 字のおけいこ

◆多田納 紀子（暁書法学院）
◆月曜　16:00～18:00
◆金曜　16:00～18:00
◇月4回　2,640円

硬筆･毛筆同時受講3,850円
＊持参品：硬筆…えんぴつ（2B以上）

毛筆…書道用具一式
随時見学可

子 ど も の とき に
ゆっくりと確実に、
正しい書き順、書
き方を身につけま
しょう。
対象…4歳～小6

◆川上恵子バレエ研究所講師陣
◆月曜　幼児（3歳～）17:00～18:00

小学生　　　  18:00～19:50    
◇月4回　6,600円
体験 5/24・5/31・6/7・6/14・
6/21・6/28（各月）◇1,100円
初めての方は17：00からを体験下さい

キッズHIP HOP

◆SAWA（DANCE STUDIO D-TREK）
（日本空手道会糸東流師範）

◆火曜　17:10～18:00
◇月4回　5,500円
体験 5/18・5/25・6/1・6/15・6/22・
6/29（各火）◇550円

こども川上恵子バレエ

※４歳～6歳クラス

HIP HOP Jr.

◆SAWA
 （DANCE STUDIO D-TREK）

◆火曜　18:10～19:10
木曜　18:00～19:00

◇週1回　6,600円　週2回　9  ,900円
体験 5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・
6/22・6/29（各火）
5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24（各木）
◇1,100円

ダンスを通じて表現力を
磨きましょう。
初めてでも大丈夫！

朗　読

◆辻 ひろ子（フリーアナウンサー）
◆2･4水曜　13:00～14:30
◇月2回　4,400円(教材費別途）
随時見学可

発声、アクセントなど基礎的
なことから学び、童話、小説な
どを朗読します。朗読の魅力
と、聴き手に伝わる喜びを味
わいます。

特別体験1,100円
文芸・くらし 脳トレのための将棋…1面参照

さんくす落語教室

◆桂 出丸（落語家）
◆2･4水曜　10:00～12:00
◆2･4火曜　10:00～12:00
◇月2回　5,500円
体験 5/26・6/9・6/23（各水）

 5/25・6/8・6/22（各火）

落語の力で明るく楽しく、前
向きな人生を。6ヵ月で一席マ
スターし、半年に１回高座で
発表会も開催します。

短　歌

◆村山 美恵子
　（「水甕」選者、現代歌人集会理事）
◆3金曜　14:30～16:30

＊持参品：短歌一首、なくても可

あなたの生活や身辺を短歌に表
現してみませんか。物ごとを深く探
り情緒豊かに。経験者も歓迎です。

俳　句

◆大橋 晄（雨月主宰）
◆3水曜　10:00～12:30
◇3ヵ月3回　6,600円
時間内随時見学可　◇550円

俳句は眼にふれた自然の中、生活の中から
‘ハッ’と受けた感動を17文字に。
毎日が輝いたものになることでしょう。
添削、名句鑑賞などで。

脳活ための川柳

◆赤松 ますみ（川柳文学コロキュウム代表川柳作家）
◆2.4水曜　15:00～17:00
◇月2回  4,400円
体験 5/26・6/9・6/23（各水）
＊持参品：筆記用具　国語辞書（電子辞書可）

◆浅田 紫聖（侑和推命会会員）
◆3土曜　10:00～12:00　随時見学可
◇月1回　3ヵ月3回7,590円

鉛筆とノートがあれば、気軽に始
められ脳の活性化にも役立つの
が川柳です。難しい決まりはあり
ません。あなたの思いを五七五に
乗せて詠ってみませんか？

泰山流 四柱推命 入門

女性のための将棋入門

◆増田 一晶
（日本まなび将棋普及協会公認インストラクター）

◆2･4金曜　10:00～11:30
◇月2回　3,960円
体験 5/28・6/11・6/25（各金）

最年少プロ棋士の活躍
等で、今ブームとなって
いる将棋を始めてみま
せんか？ 講師が駒の動
かし方から、一人一人
の上達度に合わせて優
しく丁寧に指導します。

   

◇3ヵ月3回　6,600円
体験 6/18（各金）

特別体験1,100円

書・書道

書道教室（大人・こども）

◆暁書法学院講師陣
◆1･3 水曜 18:00～20:00 5/19・6/2・16・30 
◆2･4 木曜 13:00～15:00  5/27・6/10・24 
◆2･4 金曜 12:50～15:30  5/28・6/11・6/25
◆2･4 土曜15：30～18:00  5/22・6/12・6/26

◇月2回　3,300円

◇土曜子供  月2回2,640円
こどもは特別体験550円
※体験時に教材費300円別途要

書のおけいこ

◆小田 翔華
（日本書学研究会一先会師範）

◆1･3金曜　10:00～12:00
◇月2回　3,300円
随時見学可

好きなお道具で始めて頂いて結構です。
希望者は書道師範への挑戦も可。

くらしの書

◆松永 春香 （関西書芸院）・山地 ひろ子
◆（A組）月曜　12:50～14:50

（B組）月曜　15:00～17:00
◇月2回   3,960円

月4回　6,600円
随時見学可

金封、のし紙などの表書き、年賀状、お礼状等
を小筆、筆ペン、ボールペンで練習します。
四季の草花など一筆がきも。

ボールペン・筆ペン・毛筆…希望コースにつ
いて個別指導。
土曜・こどもコースあり！

―2― ▶ 赤字の体験日は特別料金でお受けいただける特別体験日です　▶ 通常の体験は１回分の受講料でお受けいただけます　▶ 体験・見学ともに ご予約 が必要です　▶金額は税込です



―3― ▶ 赤字の体験日は特別料金でお受けいただける特別体験日です　▶ 通常の体験は１回分の受講料でお受けいただけます　▶ 体験・見学ともに ご予約 が必要です　▶金額は税込です

健康・武術

特別体験1,100円

肩甲骨エクササイズ・バレエストレッチ
サルセーション…１面参照

自　彊　術

◆西尾 勝美（自彊術普及会）
◆1･3･4金曜　10:00～11:30
◇月3回　4,950円
体験 5/21・5/28・6/4・18・25（各金）

東洋医学をベースに日本
で生まれた健康法。ゆが
みを整え自然治癒力、免
疫力を高めます。

心身統一合氣道

◆吉田 脩一郎（心身統一合氣道会 大阪本部 師範）
◆木曜　19:00～20:30◇月4回　6,600円
体験 5/20・27・6/3・10・17・24（木）

力を徹底的に抜くことで不
動心を養いストレスを解消、
健康を保ちます。健康法、
護身術として女性にも人気。

スモールボール・ピラティス

◆岩田 イリーナ
◆1･3日曜　14:15～15:15 入門

        15:30～16:30 初級
◆2･4月曜　9:45～10:45
◇月2回　3,080円
体験 6/6・6/20（各日）

　　 5/24・6/14・6/28（各月）

ストレッチとともに、インナーマッスルを鍛える
ことで、引き締まった身体を作ります。

土曜夜のピラティス
自然治癒力を向上させ、腰痛や慢性的な肩こ
りなどを根本的に改善していきます。
◆木村 真奈美（鶴原ヨガスタジオ）
◆1･3土曜　19:00～20:00 ◇月2回3,080円
体験 5/29・6/5・6/19（各土）

シニアのためのストレッチヨガ

◆廣田 幸子（鶴原ヨガスタジオ）
◆金曜　15:15～16:15
◇月4回　5,500円
体験 5/21・28・6/4・11・18・25（各金）

やさしいポーズと呼吸法で徐々に、ねじれや
歪みを矯正し、自律神経を整えます。

パワーヨガ

◆鶴原ヨガスタジオ講師陣
◆月曜18:00～19:00・19:10～20:10
◆木曜19:00～20:00・20:10～21:10
◆金曜14:00～15:00◇月4回　5,500円
体験 
5/17・24・31・6/7・14・21・28（各月）
5/20・5/27・6/3・10・17・24（各木）
5/21・28・6/4・11・18・25（各金）

一般的なヨガエクササイズに筋力トレーニン
グをプラスしたヨガ。

ヨガ＆ピラティス

◆山口 小百合（鶴原ヨガスタジオ）
◆水曜　18:00～19:00

今話題のヨガピラで健康な心と
身体を手にいれましょう。

リハビリ効果抜群！ ゆらぎ体操

◆廣田 幸子
（鶴原ヨガスタジオ講師）

◆1・3金曜　11:45～12:45
◇月2回　3,080円
体験 5/21・6/4・6/18（各金）

腰痛や膝の痛みに悩んでいませんか？ 
リハビリ効果抜群です！

ゆっくり・フローヨガ

◆廣田 幸子（鶴原ヨガスタジオ）
◆水曜　18:00～19:00　19:10～20:10
◇月4回　5,500円
体験 5/19・26・6/2・9・16・23・30（各水）

呼吸に合わせてゆったりと流れるように気持ちよく
身体を動かしていきます。初心者の方も安心して参
加できます。続ける事で体幹が強化され基礎代謝
も向上します。冷え性やむくみなどの効果も。

ソフトヨガ

◆鶴原ヨガスタジオ講師陣
◆1･3水曜　15:45～16:45
◇月2回コース　3,080円
体験 5/19・6/2・6/16・6/30（各水）
◆月曜   11:40～12:40

ゆっくりと全身の疲労を回復していくコースです。

リラックスヨガ

◆鶴原ヨガスタジオ講師陣
＜月4回コース＞
◆水曜19:10～20:10  ◇月4回　5,500円
体験 5/19・26・6/2・9・16・23・30（各水）
＜月2回コース＞
◆2･4木曜12:45～13:45・14:00～15:00
◇月2回　3,080円　随時見学可　女性限定

ヨガ初心者に最適なクラス。
ごく自然の状態に身体を戻して

◇月4回　5,500円 いきます。
体験5/19・26・6/2・9・16・23・30（各水）

◆西岡  美和子＝水曜
 （身輝会代表･日本武術太極拳連盟公認指導員）
池田 みどり＝金曜（同連盟公認指導員）

◆金曜　入門　13:00～14:20
水曜　一般　12:45～14:05

◇月4回  5,280円
体験 5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・
　　 6/25（各金入門）

ゆっくりとした動
きは脳を活性化
させ老化防止に
も効果的です。

痛み解消！ エゴスキュー体操

◆田村 摩由里（エゴスキュージャパン認定トレーナー）
◆1･3火曜　13:00～14:15 ◇月2回　4,400円　満席

アメリカで40年の実績！ 今まで様々な方法で
もダメだった方への痛み解消法です。

シニアのストレッチ

◆古田 青子（元ＯＳＫ）
◆火曜　10:45～12:05
◇月4回　5,280円　随時見学可

転ばぬ先のストレッチ! 柔軟性、反射
神経やバランス感覚を養い、腰痛や
ストレス解消に効果的です。

フィットネスヨガ

◆廣田 幸子（鶴原ヨガスタジオ）
◆月曜　10:20～11:20
◇月4回　5,500円
体験 5/24・31・6/7・14・21・28（各月）

身体のねじれ、歪みを正して元気な毎日に。

女性
限定

ルーシー・ダットン タイ式ヨガ

◆水谷 恵
（Siam Culture Cnter 認定講師）

◆2･4木曜 15:30～16:30  16:40～17:40
◇月２回　3,080円
体験 5/27・6/10・6/24（各木）

ツボを押しながら軽いスト
レッチで体を動かすので
シニアの方におすすめ。

マットピラティス

◆木村 真奈美（鶴原ヨガスタジオ）
◆水曜　14:25～15:25
◇月4回　5,500円
体験 5/19・26・6/2・9・16・23・30（各水）

ボールを使って、マットで寝ながらじっくりと
体を動かします。

ダンス・舞踊
特別体験1,100円

ストリートジャズ

◆SAWA（DANCE STUDIO D-TREK）
◆月曜　20:30～21:30

ロック、ジャズ、そして黒人リズムなどをミッ
クスしたジャズスタイルのダンスです。
※中学生以上

◆SAWA（DANCE STUDIO D-TREK）
◆木曜　19:10～20:20
◇月4回　7,700円
体験 5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・
6/24（各木）

70年代のディスコミュージックから生まれた
リズムダンスを現代のクラブスタイルにミッ
クスさせセクシーな部分を追求します。
※中学生以上

サルサダンス
ラテンのリズムに乗って踊るダイナ
ミックなペアダンスです。初めての
方もすぐ踊れるように指導します。

HIP HOP　基礎

◆YACCH（DANCE STUDIO D-TREK）
◆火曜　20:20～21:30

基礎クラスはバランス感覚、リズム感、音感を
養う基礎トレ。中上級クラスはニュージャック
スウィング、ニュースクールなどを。
基礎クラス

◇月4回　7,700円

社交ダンス　月曜クラス

◆藤井 信幸（藤井ダンスカンパニー）
◆月曜 初級（スタンダード）  13:00～13:55
          初級（ラテン）         14:00～14:55
          中級（スタンダード） 15:00～15:55
◇月4回　初級 5,500円　中級 6,600円
◇複数受講は割引受講あり　随時見学可

いつも歩いている時や座っている時に背中が
曲がっていませんか。社交ダンスで美しい身の
こなしを身につけましょう！

◆ウィルソン 河田
◆金曜　20:00～21:20 ◇月4回　7,920円
体験 5/21・28・6/4・11・18・25（各金）

アルゼンチンタンゴダンス

◆池本 亮 （アルマ・デ・タンゴアカデミー）
◆2･4日曜  10:30～12:00 ◇月2回　4,840円
体験 5/23・6/13・6/27（各日）

ラテンのリズムに乗って、魅惑的
なアルゼンチンタンゴダンスを
踊りませんか。

琉球舞踊

◆佐久川 初子（関西琉球舞踊研究所）
◆火曜　18：00～19:30 ◇月4回7,920円
体験 5/25・6/1・8・15・22・6/29（各火）

沖縄の風俗文化がしみこんだ
伝統芸能。基本が身につけば
自然とリズムに乗れます。

新舞踊

◆美翔 友里（舞踊家）◆
水曜　10:50～12:50 ◇月4回　6,600円

体験 5/19・26・6/2・9・16・23・30（各水）

古典舞踊を基礎に演歌・歌謡曲の
ヒット曲に合わせ楽しく踊ります。

八房流 南京玉すだれ

◆八房 呼都笑（日本南京玉すだれ協会A級指導者）
◆第2金曜　14:35～16:05
◇月1回3ヶ月3回　6,600円
体験 6/11・7/9（各金）

日本の伝統芸を習得してみませんか？
玉すだれ１本で、かくし芸やボラン
ティアなど活動の場が広がります。
伝統の技とともに歴史なども学べる
ので、自分の新しい世界が広がります。

や つ ふ さりゅう

日本舞踊 藤間流

◆藤間 元由紀
◆1･2･4火曜　15:00～17:00 ◇月3回6,380円
体験 5/25・6/1・8・22・29（各火）
時間要打合せ ＊持参品：浴衣、足袋、扇

足腰を鍛え、普段の立ち居振る舞いも美しく。
小唄、端唄から古典舞踊まで。

個 人
20分

◆竹田 昌史・竹田 諒子
 (Flow Dance Company主宰）

◆金曜 A:10:00～10:55　基礎コース
　　B:11:00～12:10　上達コース

◇月4回　A:5,060円・B:6,600円
体験 5/21・5/28・6/4・6/11・6/25（各金）
複数受講は割引受講あり

楽しみながらストレス発散、美容に
も健康にも効果的なダンスを始め
ませんか？

気軽に社交ダンス　金曜クラス

◆山口 小百合（鶴原ヨガスタジオ）
◆木曜　17:30～18:30
◇月4回　5,500円
体験 5/20・27・6/3・10・17・24（各木）

気兼ねなく参加できる男性の
ためのヨガクラス増設しました。

男性のためのヨガクラス、増設しました♪

木曜クラス新設しました♪

◆山口 小百合（水）・廣田 幸子（金）
◆メンズ・ヨガ           水曜 20:20～21:20
◆60歳からの男性ヨガ 金曜 16:30～17:30
◇月4回　各5,500円
体験 5/19・26・6/2・9・16・23・30（各水）

       5/21・28・6/4・11・18・25（各金）

既設クラス

月曜・小西クラス
◆小西 京美（MAKA LOCOMAIKAI主宰）
◆1･2･4月曜　11:15～12:30  はじめて

　13:00～14:30    一　般
◇月3回　はじめて 5,610円

一般　    6,380円

木曜・林クラス
◆林 春江（フイ・フラ・マーリエ主宰）
◆1･2･4木曜　9:30～10:30  入　門

          10:45～12:15  初中級    
◇月3回 入門 4,620円・初中級  6,380円
体験 6/3・6/10・6/24（各木）

65歳からの ハワイアンフラ
◆林 春江（フイ・フラ・マーリエ主宰）
◇1･2･4火曜　10:50～12:20
◇月3回　6,380円
体験 6/1・8・22・29（各火）

アロハ！ハワイアンフラ
◇田附 正子（レイ レフア主宰）
◇1･2･4金曜　10:00～11:30　中　級
◇1･2･4金曜　11:50～13:20　入　門
◇月3回　6,380円
体験 5/28・6/4・6/11・6/25（各金）

しなやかな体、美しい姿勢をつく
るのに効果的なバレエ。経験のあ
る方が対象のクラスです。

◆徳重 亜矢（アヤエコールドバレエ）
◆月曜　12:50～14:10 ◇月4回　7,700
円体験 5/24・5/31・6/7・6/14・
6/21・6/28（各月）

40歳からのクラシックバレエ
健健康的で美しい体と姿勢をつくるバレエを始めてみ
ませんか？ はじめての方も対象です。

◆徳重 亜矢（アヤエコールドバレエ）
◆月曜　14:10～15:30 ◇月4回　7,700円
体験 5/24・5/31・6/7・6/14・6/21・
6/28（各月）

リフレッシュバレエ

◆川上恵子バレエ研究所講師陣
◆月曜　15:15～16:45

月曜　20:00～21:45※
水曜　10:30～11:50
金曜　18:50～20:10

◇月4回　7,700円  ※印以外は未経験者も可

大人のためのクラシックバレエ

名門・川上恵子バレエ団の中学生から一般
までのクラスです。中学生以上。

体験
 5/24・31・6/7

　   〃
5/19・26・6/2・9

英会話
特別体験1,100円

やさしく学ぶ英会話

◆河野 良
◆金曜 A   9:50～10:50 はじめて
          B 11:00～12:00 初級

本物の発音で実際に使われて
いる英会話を指導します。はじ
めてクラスは原語に近いフリガ
ナ付きです。

やり直しの英会話

◆リ・タン（オーストラリア出身）
◆火曜　19:00～20:15　初級

◇月4回  7,700円　残席僅か
体験
5/18・25・6/1・8・15・22・29（各火）

会話とヒアリングに重点をおいて、実際に話せ
る英会話が学べます。経験豊かなオーストラリ
ア出身の講師が教えます。

◇月4回　7,260円
体験 5/21・5/28・6/4・11・18・25（各金）

シ

◆山本 英津子
月２回クラス
◆2・4水曜　10:00～11:15　はじめて
◆1・3水曜　10:00～11:15　入門（満席）
◆2・4金曜　13:00～14:15　初中級
◇月2回　3,740円
体験 5/26・6/9・23（各水）はじめてのみ
5/28・6/11・6/25（各金）
※金曜クラスは日常会話レベルの英会話が出来る方

月4回クラス
◆水曜　11:30～12:45　初級

※中学英語をもう一度学び直します。

まずは挨拶から始めましょう！

60才からの英会話

◆末吉 裕子（NY在住歴20年以上）
◆火曜 12:55～13:55 初級

       14:05～15:05 はじめて

◇ 月4回　7,480円（テキスト代別）

※はじめてクラスは全くの初心者歓迎♪
初級クラスは挨拶程度の簡単な英会話が出来る方

長らく英語から遠ざかっていた方、
旅先で全く英語が通じなかった方、
まず正しい発音から始めましょう！

クラス
増設

韓国語
特別体験1,100円

たのしい韓国語

◆月曜 19:00～20:15 入門　満席
◆木曜 10:00～11:15 入門～初級　新設
◆土曜 18:30～19:40 入門～初級
◆キム・ライレン（講師歴20年）
◇月4回　7,700円

ドラマを韓国語で見たい方、韓国
料理が好きな方、土曜日の70分
を韓国にプチ留学する感覚で勉
強しませんか？ 時には韓国ドラマ
の１シーンを教材にレッスンも。

花・アレンジ

ヨーロピアン生花

◆岡畑 智子（アトリエクレインベール主宰）
◆3木曜　10:00～11:30　1日曜　10:00～12:00
◇月2回　4,840円　3ヵ月3回　8,250円
◇花材費1回約2,600円

体験
5/20・6/17(木）
10:00～11:30　　
5/30・6/6（日）
10:00～12:00
◇3,850円（花材込）

お花とのおつきあい。心地よい生活空間を楽しめます。

フラワーアレンジメント
◆鄭 明根（仏国際交流協会認定講師）
◆アレンジ  4土曜 10:00～12:00

ブーケ　 4土曜 13:00～15:00
◇月1回　3,300円（花材費別途）
◇花材費1回 アレンジ3,000円　ブーケ5,000円

体験 5/22・6/26（各土）

◇アレンジ 4,400円
◇ブ ー ケ   6,600円（花材込）

池　坊
◆橋本 由美子（池坊華道会特別会員・池坊総華督）
◆1･2･3火曜   15:15～20:00
◇本科 月2回 5,720円 月3回 8,250円
※各花材費込み　※研究科、師範科、立花（要問合せ）
体験 5/18・5/25・6/1・6/8・6/15（各火）
◇2,200円（花材込）

花芸安達流
◆浦 信子（特任教授）
◆1･3金曜  18:00～21:00
◇月2回  本　科 3,300円  研究科 3,850円
◇花材費 月2,420円
体験 5/21・5/28・6/4・6/18（各金）
◇2,2００円（花材込）

Shinjiさんの英会話 中級

◆Shinji（大阪大学留学生）（バングラデシュ出身）
◆木曜　11：30～12：45　初中級～中級
◇月4回　8,360円
体験　5/20・27・6/3・10・17・24（各木）

教室では英語のみを使ってレッスン
します。英語が好きな仲間と自由に
英語を楽しみましょう。優しい先生と
穏やかにレッスンを始めてみません
か？

女性
限定

太　極　拳

 シニアのメンズ・ヨガ体幹を
鍛える！

◇月4回コース　5,500円
体験 5/24・31・6/7・14・21・28（各月）

ハワイアンフラ
シニアのためのフラダンス…1面参照

クラス
増設

ニコさんの英会話

◆ニコラ・ケネディ
◆水曜　10:00～11:15　初中級

　11:30～12:45　初級
◇月4回  7,700 円
体験 5/19・26・6/2・16・23・30（各水）

ベテランのネイティブ講師から英会話を習いません
か？ 初級クラスは、ゆっくりわかりやすく進めます。

はじめてのベリーダンス

◆Yuko Kuwahara
◆月曜　18:30～20:00　はじめて

20:10～21:40　中級  
◇月4回  10,560円

ベリーダンスの魅力は、楽し
い事、そして健康的で理想的
なラインを作れる事です。まず
体験しませんか？ ◆神尾　順子

（フローラルデ　イナー）
 ◆松宮　弘明
（フラワースタジオエム主宰）
◆第4日曜13:00～14:30
◆月１回　2,750円
（材料費2500～3000円程度/１回別途）

日曜
フラワーアレンジメント＆グッズ

体験 5/23・6/27（各日）
◇4,400円（材料費込）申込〆切各1週間前
持ち帰り用の袋をご用意ください。

フラワーアレンジメントや季節に応じてリー
スやスワッグ、時には寄せ植えなどを作って
楽しみます。材料は生花、観葉植物、プリ
ザーブドフラワーなど様々。毎月の作品はご
希望を聞きながら決めていきます♪

シニアのDisco Soul
40歳からのDisco Soul

シニアのDisco Soul
◆2・4火曜　13:00～14:00 
体験　5/25・6/8・22（各火）
40歳からのDisco Soul
◆火曜　19:15～20:15
◇月4回　5,500円
体験
5/25・6/1・8・15・22・29 （各火）

70～80年代にヒットしたファンキーな音
楽でパーティステップを楽しくカッコ良く
踊ります。楽しく踊ってストレス解消しま
せんか？
◆SAWA （DANCE STUDIO D-TREK）

◇月4回　7,700円
5/24・5/31・6/7・6/14・6/21・6/28（各月）

5/21・28・6/4・11

体験 5/18・25・6/1・8・15・22 ・29
（各月）

体験 
5/24・31・6/7・14・21・28  （各（各月）月）

ソ ウ　ル

体験
 5/24・31・6/7・14・28 （各月）

◇月4回　7,480円
体験
 5/19・26・6/2・9・16・23 ・30（各水）

シニアが初めて学ぶ英会話
ザ

体験 5/20・27・6/3・10（各木）
　　 5/22・6/5・12・19（各土）

やさしいハングル
韓国語経験者対象です。少し韓国語がわ
かる程度から、会話が出来る経験者まで
指導。まずは体験してレベルチェックし
てください。
◆水曜 18:30～19:45 初中級
◆キム・ライレン（講師歴2  0年）
体験
5/19・5/26・6/2・6/9（各水）



入会の
ご案内

■入会金は3,000円（税込み・有効期間3年、継続受講の場合は無料更新）。
中学生まで2,000円。65歳以上または同居のご家族が会員の場合は無料。

■受講料は前納制です。　
■受講料は原則的に銀行または郵便の月ごとの自動引落としです。現金支払いの場合 3ヵ月分をまとめて窓口支払い。
■受講者数が一定人数に達しない場合開講を中止または延期することがあります。

歌

◆福田 美保
（日本合唱指揮者協会会員）

◆1･3木曜　10:30～12:10
◇月2回　3,960円
体験 6/3・6/17（各木）

アットホームな雰囲気で素敵
な仲間とアンサンブル発声
を学び、ハーモニーを楽しみ
ましょう。

女声合唱

◆池田  美也子
（日本シューベルト協会会員）
谷向  弘美（ピアノ）

◆1･3土曜　18:30～20:10
◇月2回　4,840円
体験 5/29・6/5・6/19（各土）

ドイツやイタリア、日
本の歌曲を、時には
オペラも楽しみます。
外国の曲は原語で
も歌えるようになり
ます。

歌曲を楽しむ

◆宇留嶋 美穂(武庫川女大講師）
◆1･3金曜　12:45～14:15　満席
◇月2回　4,840円　随時見学可

はじめてのクラシック

◆宇留嶋 美穂(ソプラノ）
◆1･3月曜 入門　13:00～14:40

2･4木曜 一般　14:40～16:20
◇月2回　4,840円　随時見学可

クラシック歌のサロン特別体験1,100円　個人1,650円（時間要打合せ）

◆宇根崎 緑
（ジャズボーカリスト）
◆1水曜　15:15～20:05
◆3水曜　13:00～18:50
◆3木曜　15:15～20:25 満席
◇3ヵ月3回　13,200円
体験 5/19・6/2・6/16・6/30（各水）

ジャズボーカル 個 人
40分

深い呼吸で健康ボイトレ 個 人
30分

◆尾崎  百合子
（大阪芸術大学声楽専攻卒）
◆1･3金曜　17:30～21:15

◇月2回　7,700円   時間要打合せ
体験 5/21・6/4・6/18（各金）

個々の癖や特徴を調整し、声
の可能性を広げて、歌唱表現
へのアプローチを行います。

ボイトレ&いきいきボーカル 個 人
30分

◆下山 礼子（ボーカリスト）
◆1･3日曜　13:15～20:15
◇月2回　6,600円
体験 6/6・6/20（各日）※時間要打合せ

好きな歌を上手に歌いたい。
声を楽に出せるようにしたい。
ボイトレを交えお好きな歌を
１曲づつマスターします。

ポピュラーボーカル 個 人
30分

◆大倉 詩乃美
（相愛大学音楽学部声楽専学科卒）

◆2･4木曜 13:00～18:00
◇月2回　6,600円
体験 5/27・6/10・24（各木）時間要打合せ

邦楽・洋楽ポップス全般を、ボイスト
レーニングを交えて指導します。

元気になる歌

◆八代 緑（声楽家）
◆1･3金曜　13:00～14:40
◇月2回　4,400円
体験 6/4・6/18（各金）

どなたでも参加できる中高年のための歌の教
室。音楽療法なども採り入れ、体や頭を刺激し
てさわやかな毎日を。

おおらかに声を出しましょう。
ジャンルは問いません。

ボイストレーニング
火曜・福田クラス

◆福田 かおり（声楽家）
◆3火曜　15:00～16:40
◇3カ月3回　6,600円
体験 5/18・6/15（各火）

金曜・宇留嶋クラス

うたごえサロン ※予約不要

■宇留嶋 美穂（武庫川女大講師）
■各1月曜･3金曜　10:15～12:00

5/21（金）31（月）6/7（月）
6/18（ 金）7/5（月）7/16（金）

■各2･4土曜　17:45～19:45
5/22・6/12・27・7/10・24・31

（各土）
■参加料　2,000円

※チケット制のため体験・見学不可

予約不要！いつでも思い立っ
た時にお越し下さい。日本の
歌、世界の歌の数々を大合
唱します。お一人でもすぐに
隣の方と和気あいあい。大
人気の講座です。お気軽に
ご参加ください。

英語でポップス

◆河野 良（ピアニスト）
◆2・4水曜　15:00～16:30
◇月2回　4,400円
体験 5/26・6/9・6/23（各水）

英語が読めなくても、譜面が読め
なくても大丈夫！ 英語の歌詞に原
語に近い独自のフリガナをふって
いますので、誰でも簡単にカッコい
い発音で英語の歌が歌えます。

歌謡カラオケ

◆松田 倢（ボーカル講師）
◆1･3水曜　13:10～14:50
◇月2回　4,510円
随時見学可

詞の心を大切にしてメロディ
に乗せて楽しく歌います。息発
声等で歌の巾を広げ、語りを
第一にしてレッスンします。

クラシックを基礎から学
びたい方には最適のクラ
ス。声楽の基礎を習った
あと、オペラやアリアを楽
しみます。

ヴォーカルカラオケ

◆末広 幸子
（シンガーソングライター）

◆2･4火曜　10:30～12:10
◇月2回　4,510円（教材費別途）
体験 5/25・6/8・6/22（各火）

丹田呼吸ではっきり発音。
話題のヒット曲を先取りし個
性を大切にしながらレッスン。

カラオケレッスン

◆末広 幸子（シンガーソングライター）
◆2･4金曜　15:00～16:40
◇月2回　4,510円（教材費別途）
体験 5/28・6/11・6/25（各金）

心が伝わるカラオケの極意を学んで、ジャンル
を問わず、歌唱力・表現力をアップしましょう。

やさしい歌曲
◆池田 美也子（日本シューベルト協会会員）

坂田 佳央理（ピアノ）
◆1･3火曜　10:30～12:10
◇月2回　4,840円　随時見学可

カンツォーネを歌おう
◆福田 かおり（声楽家）
◆1･3火曜　13:10～14:50
◇月2回　4,840円　随時見学可

オカリナ（個人）

◆川端 里沙（大阪音楽大学フルート課卒）
◆1･3日曜　10:00～12:30
◇月2回　6,600円　時間要打合せ
体験 6/6・6/20（各日）
＊体験用オカリナ・フルート貸出

オカリナは持ち運びもしやすく
人気のある楽器です。初心者の
方でも大丈夫。1人ひとりの
ご要望に合わせてレッスン。
フルートも歓迎です♪

◆平賀 一行（studio GU）
◆1･3木曜 A 13:15～14:45 初級1

　B 14:50～16:20 初級2 満席
◆1･3土曜 A 13:00～14:40 中級

　B 14:50～16:30 入門
◇月2回　4,400円   ※体験用ウクレレ貸与
体験 5/20・6/3・6/17（各木）初級1のみ
6/5・6/19（各土）

自宅で気軽に練習出来る楽器
として人気のウクレレ。ハワイア
ンミュージックはもちろん、クラ
シックやポピュラーまで幅広く楽
しめます。

ウクレレ

はじめての方・フルート希望の方も大歓迎♪

ハーモニカ

◆田口 幸輝（全日本ハーモニカ連盟幹事）
◆2･4水曜　 中級　13:10～15:00

初級　15:10～17:00
◇月2回　3,960円  ※経験者のみ
随時見学可

ハーモニカの素朴な音色は
気持ちを安らげてくれます。
両クラスとも、アンサンブル
からソロまで。ハーモニカ
経験者の方は是非！

個 人
30分

楽 器 特別体験1,100円
個人1,650円（時間要打合せ）

アコースティックギター

◆広岡 義高（ギタリスト）
◆1･3金曜　17:00～21:40

2･4金曜　17:00～21:40
◇月2回　6,600円
体験 5/21・28・6/4・11・18・25（各金）
時間要打合せ　＊体験用ギター貸出

フォークからクラシックま
で人気のアコースティッ
クギターの全てを学びま
す。残席僅か、お申し込み
はお早めに！

個 人
30分

バイオリン

◆後藤 学
（スイス・ヌーシャテル群立音楽院を最高位卒）

◆1･2･4日曜　16:30～21:30
◇月3回　初   級 11,880円

　中上級 13,200円　時間要打合せ
体験 5/23・30・6/6・13・27（各日）

※体験用バイオリン貸与

ヨーロッパやアメリ
カで幅広い演奏活
動を行う講師が直
接指導します。お子
様もご相談くださ
い。

オカリナ （グループ）

◆永澤 学（オカリナ奏者）
◆1･3土曜　10:30～12:00　入門
◇月2回　入門5,280円（初回教材費別途）
◆1･3木曜   中級　15:15～16:45　満席

 　  初級　16:50～17:50
◇月2回　　中級　5,280円

     初級　3,960円
5/20・6/3・17（各木）初級クラスのみ
5/29・6/5・6/19（各土）
※体験用オカリナ貸与  木曜は初級クラスのみ体験可

オカリナの素朴で温かみの
ある澄んだ響きに自然と心
が癒されます。初心者から経
験者まで。（教材費別途）

楽しいハーモニカ入門

◆松下 節子・高橋 史恵
(ハーモニカ振興会認定指導員）

◆2･4火曜　初級　10:00～11:50
◆2･4金曜　入門　10:00～11:50
◇月2回　3,960円
体験 6/8・22（各火）6/11・25（各金）
※持参品：C調ハーモニカ

郷愁を呼ぶ音色のハーモニカ。なつかしい唱
歌を吹けるよう、まずはドレミからはじめます。

個 人
40分

邦 楽
特別体験1,100円

個人1,650円（時間要打合せ）

◆藤本 史帆（史帆会会主）
民謡・端唄
◆2･4土曜　唄　12:30～14:20
◇月2回　3,300円
◇唄・三味線　併習　6,930円
三味線
◆2･4土曜 中級　14:25～15:55

初級　10:30～12:00
入門　16:00～17:15

◇月2回  入門 4,400円 初中級 4,730円
◇三味線・唄　併習　6,930円
体験 5/22・29・6/12・26（各土）
※体験用三味線貸与

民謡をお腹の底から歌いませ
んか？ 唄・三味線共に未経験
の方から名取まで、幅広く丁寧
に指導します。

趣味の二胡

◆張 連生（蓮昇二胡楽団芸術総監督・日本二胡振興会理事）
◆1･3日曜

中級　17:00～18:00
個人（40分） 18:05～20:55

◇月2回　7,150円　中級
10,120円　個人

体験 6/6・6/20（各日）
※体験用二胡貸与 時間要問合せ

二胡経験者向けのクラスです。経験豊かな講
師が指導。

やさしい二胡

◆片岡 恵 （アジア国際音楽コンサート特別賞受賞）
◆1･3火曜　14:40～15:40　初級
       〃　　 15:50～16:50　はじめて
◇月2回　6,710円
体験 5/18・6/1・15・29（各火）
※体験用二胡貸与

二胡の柔らかく優美で流れるよ
うな音色は心を癒してくれます。
楽器の持ち方、姿勢、運弓、音階
の取り方など丁寧に指導します。

箏曲･三弦･胡弓（宮城系）

◆中島 警子（大阪音大名誉教授･桐絃社主宰）
村上 洋子（大阪音楽大学講師）

◆1･3土曜　9:30～12:30
◇月2回　初級 　 6,600円

  併習　13,200円
体験 6/5・19（各土）※時間要打合せ 

「箏」のさわやかな音色は日本人の心の琴線に
ふれる響き。宮城道雄直門の講師が指導します。

個 人
20分

楽しい三線

◆森永 博久
（琉球民謡協会会員）

◆1･3木曜　初  級　13:00～14:30
〃    　初  級　14:45～16:15
〃    　入  門　16:30～18:00

1･3土曜　中  級　13:00～14:30
◇月2回　4,840円

※体験用三線貸与

三線は意外に簡単。年齢
に関係なく誰でも弾けま
す。一緒に三線を楽しみ
ましょう！

土曜クラス、初心者の方も歓迎！

謡曲・仕舞

◆寺澤  忠芳（観世流準職分シテ方）
◆2･4月曜　16:15～17:30
◇月2回

初級　4,400円  中上級　5,500円
謡曲・仕舞 併習　6,600円

体験 6/14・28（各月）

発声の基本から学びます。正しい発声で謡う
と楽に声が出るように基礎から指導します。

大正琴
◆広岡 義高（岡村流）
◆2･4金曜　15:00～16:40
◇月2回　4,400円　満席

ピアノ
特別体験1,100円

個人1,650円（時間要打合せ）

小嶋ピアノ

◆小嶋 美智子（日本ピアノ教育連盟会員）
◆火曜　15:30～19:45
◇月2回　初級･中級とも　5,940
◇月4回　初級　10,120円

  中級　11,440円
◆1･2･4木曜　9:30～21:40
◇月3回　初級　7,590円

  中級　8,910円
体験 5/18・25・6/1・8・15・22・29（各火）          
        5/27・6/3・6/10・6/24（各木）

※時間要打合せ

幼児から大人まで、どなたでも。ベテラン講師
がていねいにご指導します。火曜はご希望に
より月2または4回受講可。

個 人
30分

小林ピアノ

◆小林 峯子
◆1･3日曜　9:15～12:30
◇月2回　初級     6,600円

中上級  7,700円 
6/6・6/20（各日）時間要打合せ

はじめての方から経験者まで。好きな曲、弾きたい
曲を織り交ぜながらレベルアップを目指します。

個 人
30分

こども
大　人

大人のためのピアノ

◆大西  陽子（京都市立芸大卒）
◆1･3木曜　13:00～14:40
◇月2回　5,280円
体験 5/20・6/3・6/17（各木）

ピアノは楽しいだけで
なく脳を刺激して老
化防止にも。親しみや
すい曲を習います。
シニアの方もどうぞ。
グループレッスン。
レベルに合わせて個人指導も。

40歳からのピアノ

◆幸野  紀子（神戸女学院大講師）
◆2･4金曜　15：45～16：45
◇月2回　4,400円
体験 5/28・6/11・6/25（各金）

グループレッスンで、レベルに合わせて個人指導も。

 幸野ピアノ/コレペティ

◆幸野  紀子（神戸女学院大学講師）
◆2･4日曜　  9:30～13:00　満席
◆2･4金曜　17:00～20:30
◇月2回　初級　　6,600円

  中上級　7,700円
体験 5/28・6/11・6/25（各金）
時間要打合せ

年齢、レベル不問。声楽（コレペティ）も指導します。

個 人
30分

◆山村 純也（らくたび代表）
◆4水曜　13時指定場所集合

16時頃解散
◇3ヵ月3回　6,600円
随時体験可　2,600円 ※交通費・拝観料別

◆若井 敏明（関西大、仏教大、文学博士）
◆3火曜　時間場所等はその都度通知
◇3ヵ月3回　6,600円
随時体験可　2,600円

現 地 講 座
‘らくたび’と「旬の京都」を歩く

学んで歩く歴史探訪

悠久の都・京都の奥深い魅力をカリスマガ
イド「らくたび」山村純也氏がご案内。
5月26日伏見稲荷大社「四辻展望」と新緑
の東福寺へ
6月23日藤森神社アジサイ苑と黒染界隈め
ぐり　

近畿地方は古代史の宝庫です。古代史を
学び実際にその地を歩くことは人生を豊か
にしてくれます。
6月　吹田の歴史を探る

旧　学んで歩く古代史

◆宇留嶋 美穂（武庫川女大講師）
◆2･4金曜　12:50～14:30
◇月2回　4,400円
◆1金曜　14:30～16:10
◇3カ月3回　6,600円　随時見学可

声　楽 個 人
45分

パーソナルボイトレ 個 人
30分

◆大倉 詩乃美
（相愛大学音楽学部声楽専学科卒）
◆1･3月曜　18:00～21:30
◆月2回　7,700円
体験 5/31・6/7・6/21（各月）
※時間要打合せ

基礎からしっかり学びたい
方はもちろん、人前で歌う
機会のある方も。スピーチ
ボイトレも可能です。正しい
発声はカラダを調えます。
ストレス発散にも最適♪

三味線 民謡・端唄

脳トレのためのドラム

し の 笛

個人レッスンクラス増設しました。

◆平田 哲也
◆2･4火曜　16:00～19:00

1･3土曜　18:00～20:00
◇月2回　4,840円
◆火曜　19:15～21:15 個人30分

◇月2回　7,260円　時間要問合せ
体験 5/25・6/8・6/22（各火）
5/15・6/5・6/19（各土）

両手・両足を動かし演奏する
ドラムで「脳トレ」しませんか？ 
初めての方はもちろん、以前
に習っていた方にも。名曲と
ともに感性を高めましょう！

◆宇留嶋 美穂（ソプラノ）
◆2・4木曜　16:30～18:00
◇月2回　12,100円
体験 5/27・6/10・6/24(各木)

◆松下 弥生（関西二期会所属・大阪音大卒）
◆2･4土曜　13:00～17:00
◇月2回　11,000円
体験 5/22・6/12・6/26（各土）
15：30～17:00 　※要時間問合せ

イタリア歌曲、オペラ、日本歌
曲などのレベルアップを目指
す方、シャンソンやミュージカ
ルを歌いたい方も。レベルは
問いません。

◆池田 美也子（ソプラノ）
◆1･3月曜　10:00～12:30　満席
◆2･4月曜　13:00～20:00
◇月2回　9,900円体験 5/24・6/14・28

※要時間問い合せ（2･4月曜のみ）

木曜・宇留嶋クラス

月曜・池田クラス

土曜・松下クラス

NEW

―4― ▶ 赤字の体験日は特別料金でお受けいただける特別体験日です　▶ 通常の体験は１回分の受講料でお受けいただけます　▶ 体験・見学ともに ご予約 が必要です　▶金額は税込です

入門クラス新設しました。
◆大庭 浩爾（大阪しの笛協会主宰）
◆1･3土曜 入門　13:30～14:30　新設

初級　14:45～16:15
〃 中級　16:30～18:00

◇月2回 入門　3,520円
　初中級　5,280円

体験 6/5・19（各土）
※体験用しの笛貸与

最初はドレミの出る笛で簡単な曲を、数字
譜によりすぐ吹けるように指導します。

クラス
増設

クラス
増設

体験 5/20・6/3・6/17（各木）
6/5・19（各土）
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