
受講生募集中！受講生募集中！受講生募集中！受講生募集中！ 講座申し込みの手順 講座内容は次のように確認できます。
①チラシなどで受講内容を確認してください。
②その後実際に体験講座（お試し体験）で講師と講座の内容を体験してください。
③講座の開始の日程を確認してお申し込みください。

●入会の際は、入会金4,200円が必要となります。（家族割引有）
●受講料は月謝制となり、月会費が含まれております。
●教材費・材料費等が別途必要な講座もあります。受付カウンターにてご確認ください。
●講座ごとに受講回数（1ヶ月）が異なりますのでご注意ください。

●各講座は先着順となり、定員になりますとお受けできない場合もございますのでご了承ください。
●講座日程は、やむを得ず変更になることがあります。また、受講生が極端に少ない講座は、開講が延期または中止となる場合もあります。お申し込みの際には

必ずお読みください

ホームページ http://culture.a-its.co.jp 0120-766-215アイカルチャーセンター 大津一里山 受付時間／
〈月曜日～金曜日〉10：00～20：30
〈土曜日〉10：00～18：30

詳しくはカルチャーセンター受付までお問い合わせください。

フォレオ大津一里山 2F
成 ろ う ニ ッ コ リ

英語が話せれば世界が広がります。異文化に触れながら英語で話す”
楽しさ”を実感してください。型式ばったレッスンではなく、講師は生徒さ
んの学びたい内容も取り入れてカリキュラム作りをし、進めていきます。

第1・2・3火曜 13：30～14：30 月額 8,295円

12/16（火） 1,000円13：30～14：30体験会

畑 富美子

話したくなる英会話
Milky Way English School 
代表

月3回

「あなたらしい働き方」を応援します！こんな方にオススメ！
自宅教室の運営PRやNPO、子供会や自治会、サークルの運営。
開業したばかりや準備中の方に！

第2月曜 14：00～15：30 月額 2,835円

12/1（月） 1,000円14：00～15：00体験会

山田 真由子起業プランナー

月1回
有名人を例に９つの性格を解明し、それぞれのつきあい方を伝授します。
自分と相手の性格を知ることにより、職場の人間関係から嫁姑問題、子
供の能力開発やご近所さんとの付き合い方まで、幅広く活かせます。

第3木曜 14：00～15：30 月額 3,360円

12/4（木） 1,500円14：00～15：00体験会

開 ひろみ情報推命学 鑑定士

月1回

あこがれのスター、歌手のセリフや歌詞を理解出来たらいいのに・・・・
そう考えているあなた！あなたにもできる、ハングルの会話！まずは、文字
から習ってみませんか？あいさつもハングルで交わせるようになります。

毎週水曜 15：00～16：30 月額 8,925円

12/3（水） 1,000円15：00～16：30　体験会

那羅 （々陳美子）京都市国際交流会館
“ハングル塾”講師

月2回
ハングルが読めるようになったら、いろいろな会話をたくさん練習
しましょう。ドラマのセリフ、本の中のセリフ等、バリエーションを豊
かに！ハングルで日記も書けるようになりますよ。

第1・3水曜 17：00～18：30 月額 4,515円

12/3（水） 1,000円17：00～18：30体験会

月2回

きれいな声の出し方を発声練習で身につけて頂きます。
人前でお話をするのが苦手という方も気軽に学んで頂
けます。

第1・3月曜
13：00～14：30

月額 6,615円

12/15（月） 1,500円13：00～14：30体験会

宮川 美幸

山田 惠理

誰でも簡単マジック教室
アナ・プールいちえ 
代表

月2回

藤谷 昭子 他

人と人とのコミュニケーションは、やはり言葉です。
人前で堂 と々話したい！話し方の基本、発声から接客・
電話対待マナー・立ち振る舞い・敬語の正しい使い方・
自己紹介・朝礼等、ワンポイントアドバイスも致します。

第2・4水曜
17：30～19：00

月額 6,615円

12/10（水） 2,000円17：30～19：00体験会

ビジネスに役立つ
話し方セミナー
元ＫＢＳアナウンサー

月2回

マジックは、年齢・性別を問わず楽しめます。本講座はマ
ジックのタネを教えるだけでなく、コミュニケーションの道
具として日常生活に役立ててほしいと考えています。
マジックであなたの人生を変えてみませんか？

第1木曜
19：00～20：30
第1土曜
13：00～14：30

月額 3,885円

12/10（土） 2,600円13：00～14：30体験会

シ・オ・ミ

基礎から楽しく 話し方教室
プロマジシャン

月1回

色々な音色やリズムを使って気軽に鍵盤楽器を楽しみましょう。
童謡・クラシック・ポピュラー・ジャズなど、様々なジャンルの音楽を
演奏致します。

第1・3火曜 13：00～14：30 月額 5,565円

12/2（火） 1,250円13：00～14：30体験会

気軽にキーボード

月2回
基礎からはじめる発声練習と自分の好きな曲を使った練習をします。
ポップスから演歌まで、好きな曲を楽しく歌いこなしていきましょう。
歌が好きな方ならどなたでも楽しんでいただけます。

第2・4水曜 13：00～14：30 月額 6,615円

12/3（水） 1,500円13：00～14：30体験会

古藤 奈々

好きな曲で楽しく！

ボイストレーニング

月2回
始めピアノで発声をやり、全員で声を出して課題曲の歌詞を朗読。ピ
アノ伴奏でワンコーラスを全員で歌う。次に個人一人づつピアノで
指導をし、最後にカラオケで一人一人歌います。

12/13（土） 1,000円13：00～15：00体験会

楽しく学んでうまくなるカラオケ

懐かしのメロディーや唱歌を歌いませんか？歌好きの人なら誰で
もOK！楽譜が読めなくても、うたに自信がなくても、皆で歌うから、
思わず大きな声も出たりして、気分もすっきり楽しめます。

第1・3月曜 11：00～12：00 月額 3,465円

12/1（月） 800円13：00～13：45体験会

初田 一美

うたごえサロン

月2回

ある程度ギターは弾けるけど、それ以上上達しない。カッコいいアドリブソ
ロを弾きたい。ジャズとかブルースも弾いてみたい。理論を少し知りたい。
という方、是非お越しください。バンド仲間から一歩リードしましょう!!

12/2（火） 1,500円19：00～20：30　体験会

大人のためのエレキ・ギター

大人数だからこそのダイナミックなハーモニーを皆さんで作っていきま
しょう。楽譜がダメでも少しずつ進めますので、大丈夫。大きな声で楽
しく色々な歌を歌いましょう。皆さんのご参加をお待ちしております。

第2・4土曜 19：00～20：30 月額 5,565円

12/7（日） 1,250円15：00～16：30体験会

古藤 奈々

大きな声で！ のびやかに！ゴスペル

月2回

荒波のように力強く、そよ風のよう
に繊細な、心に沁みる津軽三味
線をあなたも弾いてみませんか？
津軽民謡・津軽三味線の素晴ら
しさを一人でも多くの方に触れて
いただきたいです。
（教室内での楽器レンタル有）

第1・3水曜
13：00～13：50
18：30～19：20
月額 7,665円

藤元 辰也

三味線の素晴らしさを
あなたにも！ 津軽三味線 

基礎講座① 基礎講座②
藤元会 会主

日常生活に役立つ

アロマセラピー

日々の生活にアロマ
を取り入れて、心身と
もに健康的な生活を
送る方法を学びます。
美容にも役立ちます。

第2木曜
10：30～12：00

月額 3,150円

12/4（木） 2,900円10：30～12：00体験会

ライブセラピスト ハーブティアドバイザー

『大切な日の贈り物』あなたのハートで創ってみませんか、素敵な花。
可愛い草花たちの力をかりて、楽しい時間をご一緒に・・・・・・。

12/4（木） 1,500円10：30～12：00体験会

生花を特殊加工したプリザーブドフラワーを使用して、季節に応じ
たアレンジを楽しみます。あなただけのステキなオブジェを作ってみ
ませんか。（ウェディングフラワーデザイナーズ世界大会入賞者）

第2木曜 13：30～15：00
第2・4木曜 13：30～15：00

月額 2,835円
月額 5,565円

月1回
月2回

12/11（木） 3,730円13：30～15：00体験会

みなみ 恵子

プリザーブドフラワー
（アレンジメントクラス）
アトリエフルールdeケイ代表 川端 えい子ふしぎな花倶楽部

押し花アーティスト

花のもつ美しさ、豊かさ、優しさを素敵に表現できる様に、またア
レンジされる方の個性や感性を大切に、花を通して楽しみながら
輝ける時間をご一緒に過ごしていきたいと思います。

第3月曜 13：00～15：00
第1・3月曜 13：00～15：00

月額 2,625円
月額 5,145円

月1回
月2回

12/1（月） 2,000円13：00～15：00体験会

田中 三貴子

花を楽しむ

フレッシュフラワーアレンジメント
ふしぎな花倶楽部 

押し花教室
日本バイオフラワー協会
認定講師 他

心を豊かに育てる栄養、心と心をつなぐ大切なものが絵本の世界にはと
ても沢山。絵本の世界を知ることで、家族、友情、愛と勇気、育ちや支え
合いなどわたしたちの周囲にあるものを新しい目で見ることを学びます。

第2・4月曜 10：30～12：00 月額 4,515円

第2・4木曜 10：30～12：00 月額 4,515円

12/1（月） 1,000円10：30～12：00体験会

佐々木 敏子

親と子の心をつなぐ絵本の世界
BookStation代表　
おはなしクレヨン代表 子育てサポーター

月2回

おいしいハーブティブレンドのコツや、その他のさまざまな予防療
法を学びます。制作しながら楽しむ講座です。

第2木曜 13：00～14：30 月額 3,150円

12/4（木） 2,900円13：00～14：30体験会

山田 惠理

心と身体を快適にするハーブ
ライブセラピスト　
ハーブティアドバイザー

月1回

見ているだけでも楽しくなるカラフルな色。色の意味を知ると、もっと
ワクワクしてきます♪この講座では色彩心理を紐解きながら、イン
テリアなどの暮らしに色のパワーを取り入れるコツをご紹介します。

第4木曜 10：30～12：00 月額 2,625円

12/4（木） 1,500円10：30～12：00体験会

碧井 ゆみ

ココロ楽しく魅力UP！

カラーセラピー活用講座

好きなことで起業する

スタートUPセミナー
占い師による

人間関係が楽になる講座

カラーセラピスト　
インテリアコーディネーター

月1回
いつまでも若 し々く、美しくありたいと思ったら、色のPOWERをいかし
てみませんか？好きな色と似合う色は同じ？本当に自分らしく輝いて
いる？自然の調和の美しさから学ぶ「色のキホン」で実感してください！

第2・4木曜 13：30～15：00 月額 4,725円

12/4（木） 1,550円13：30～15：00体験会

碧井 ゆみ

心地よく美しく

カラーコーディネート講座

カラーを仕事に取り入れませんか？ 色彩のスペシャリストを目指そう！ 心の声でカラーで発見！
色彩技能パーソナルカラー検定対応講座

カラーアナリスト カラーセラピスト

月2回

第2・4月曜 18：30～20：30 月額 5,565円月2回

基本を押さえながら、楽しく作品
作り。初心者や色合わせが苦手
な方にもあんしんのキット利用。

色合わせや布選びにも挑戦！！
中級者向けです。大きなタペス
トリーも夢じゃない。

月額 4,515円

12/3（水） 1,800円10：30～12：00体験会

植田 由美子

楽しくいっしょにパッチワークキルト
日本手芸普及協会会員

ま～なのカラー講座はないよう豊かな欲ばりコース。4シーズン知ってから
『貴女色発見！』眠っている貴女の魅力が目を覚まします。タイプ違いの講
師陣が、講座の幅をより広げます。魅力発見の旅、お供はま～な講座です。

第2・4金曜 10：30～12：00 月額 4,515円

12/5（金） 1,365円10：30～12：00体験会

松下 千里 他2名

MA．Ａ．ＮＡの“あなたと花のおしゃれ関係”

パーソナルカラーコーディネイト術
パーソナルカラーリスト

月2回

誰もが楽しめる指編。無限に広がる棒針編（基礎）。
1本針の鈎編。時代に沿った電子機。

第2・4金曜 13：00～15：00
月額 5,775円

12/12（金） 2,200円13：00～15：00体験会

中井 澄子

ワクワク

あみもの
文部省認定編物審査員

月2回第1・3金曜 13：00～15：00
第1・3金曜 18：30～20：30 月額 5,565円月2回

資格取得（ＡＦＴ色彩能力検定3級）目的の講座です。絶対合格！を目標に
①余裕のあるカリキュラム（最長1年）②安心して長期学べる月謝設定③
オリジナルテキスト併用で試験の落とし穴にも対応。受験対策は万全です。

12/2（火） 0,000円18：30～20：30体験会

松下 千里 他2名

文部科学省認定
“ＡＦＴ色彩能力検定対応講座”受験対策
1級カラーコーディネーター

パーソナルカラー診断後、メイクやファッションコーディネイトを習得
し、色やデザインで自分らしく素敵に！を目指します。Miyuのカラー
コーディネイトならではのワンランクUPのおしゃれ感が学べます。

第1・3火曜 18：30～20：30 月額 5,565円

12/5（金） 1,500円13：00～15：00／18：30～20：30体験会

富永 育美

第1印象ＵＰ！ 見た目で運気もＵＰする！ 私を磨く！

『MiyuStyleパーソナルスタイリング講座』

～ハーブの香りのせっけんねんど～
サボン・デ・ローズ

フラワー＆カラースタジオ 未夢代表

お好きな色は何色ですか？たくさんの人の色の中で気になる色は
日々変化していきます。それはあなたの心の声でもあり、色が発す
る言葉を学び、自分自身をコントロールしてみましょう。

12/1（月） 1,500円18：30～20：30体験会

富永 育美
『MiyuStyleカラーセラピー講座』

ハングルで遊ぼう！
－読んで、書いて、話して、笑いましょう－ 入門

ハングルで遊ぼう！
－読んで、書いて、話して、笑いましょう－ 初級

フラワー＆カラースタジオ 未夢代表

横山 裕子

五感（CinqSens）で心豊かに♪
ＪｅｗｅｌｒｙＢｅａｄｓ（ジュエリービーズ）

個性溢れるオリジナルアクセサリーの数 を々、基本から
楽しく学んで制作していただきます。それぞれの感性を磨
き、自らを表現しましょう。

第2火曜 10：30～12：30
第3水曜 18：30～20：30
第4金曜 10：30～12：30
月額 2,310円

12/12（金）
2,500円

10：30～12：30
12/10（水）18：30～20：30
12/9（火） 10：30～12：30

体験会

ＣｉｎｑＳｅｎｓ 主宰

月1回

第2・4火曜 13：00～15：30
第2・4金曜 18：00～20：30 月額 8,715円月2回

パーソナルカラーを学びたい人カラリストを目指す人の登竜門として、生
活空間の多岐に亘り、実践的に色を使いこなせる資格として各方面から
注目を集めている検定試験の対応講座です。滋賀県内で受験できます。

富永 育美フラワー＆カラースタジオ 未夢代表

月2回

スワロフスキーデコレーション

ハーブの香りのせっけんねんどを使って、ローズやリーフを作りま
す。完成した花せっけんをケースに入れリボンやレースで飾りつけ
ます。インテリア・小物としてまたプレゼントにも最適です。

12/11（木） 3,180円10：30～12：00体験会

みなみ 恵子アトリエフルールdeケイ代表

川端 えい子フエルト・ホビー協会

第2木曜 10：30～12：00 月額 2,835円月1回

原毛シートを使った新しい発想の手芸です。平面な物から立体
的なものまで、自由自在に楽しむことができ、多彩な原毛シートか
らオリジナル作品が生まれます。

12/3（水） 1,500円13：00～14：30体験会

第1・3水曜 13：00～14：30
月額 4,515円月2回

ふわふわ原毛シートで楽しむ　
フエルト・ホビー教室

今流行のキラキラデコレーション。ダイヤのような輝きのスワロフス
キーストーンを使ってオリジナルグッズを作ってみませんか。初心者
にも丁寧に楽しくお教え致しますのでお気軽にいらしてください♪

12/6（土） 5,000円15：00～1７：00体験会

石坂 美咲JBAAプロフェッショナル

第1・3土曜 15：00～1７：00 月額 5,565円月2回

道具を使わず昔ながらの『手結び』で着付けが楽しく身に付きます。
あなたの生活の中にも"きもの"を取り入れて見ませんか。
キッズコーナーも設けています。

第1・2・3木曜 10：30～12：00 月額 6,720円

12/11（木） 1,000円10：30～12：00体験会

楽しく身近にきつけ教室

月3回
全15作品を易しいものから順に仕上げていきます。
針や糸は使いません。厚紙に布を貼って作りますので、初めての
方でも、工作感覚で素敵なインテリア小物が作れますよ！

第2・4火曜 10：30～12：00 月額 3,465円

12/2（火） 1,300円10：30～12：00体験会

沢村 泉 中村 敦子

フランスの伝統手工芸

カルトナージュ
カルトナージュ教室 フレンチクラフトアイ主宰　
東京製本倶楽部会員

月2回

月2回
月1回

 

第1・3水曜 10：30～12：00月2回 月2回
月額 4,515円

第2・4水曜 10：30～12：00

1,500円12/2（火） 13：00～15：30
12/5（金） 18：00～20：30体験会

那羅 （々陳美子）京都市国際交流会館
“ハングル塾”講師

日常会話をもっとハングルで！ そんなあなたにピッタリの講座です。
いろいろな状況に合わせた会話を練習します。また、童話・民話など
をハングルで読んで訳します。楽しめるレッスンにしたいと思います。

第2・4水曜 17：00～18：30 月額 4,515円

12/3（水） 1,000円17：00～18：30体験会

月2回

ハングルで遊ぼう！
－読んで、書いて、話して、笑いましょう－ 中級

那羅 （々陳美子）京都市国際交流会館
“ハングル塾”講師

ＮＨＫ「篤姫」で注目の囲碁は一生飽きない脳トレ。ルールは簡単なの
にゲームを楽しめるまで時間がかかるのが壁でしたが、９×９のミニ碁な
ら覚えた日からスリリング。家族のコミュニケーションのも最適です。

第1・3火曜 14：00～15：30 月額 5,565円

12/2（火） 1,200円14：00～15：30体験会

月2回

今日から楽しむミニ碁
入門から初段まで

政光 順二(株）きっずファイブ代表取締役

井田 清美ヤマハピアノ・エレクトーン
認定講師

立花 歌織（社）日本音楽著作権協会会員　
（社）日本作曲家協会会員

今掘 良昭ギタリスト

ブライダルは人生最高のセレモニー！そのお手伝いをするブライダルコー
ディネーターの仕事は、やりがいのある仕事です。ブライダルの全て、式
場・宴会場・衣裳・装花・料飲・演出・引出物・ハネムーン等を学びます。

第2・4金曜 19：00～20：30 月額 6,615円

12/12（金） 2,000円19：00～20：30体験会

月2回

貴女も目指そう！
ブライダル・コーディネーター・セミナー

藤谷 昭子 他全日本ブライダル協会
ウエディングプランナー

朗読により声を出して本を読むことは、貴女を一段と若返らします。
貴女自身を表現することにより、もう一人の貴女を発見！正しい発声練
習からはじめ、昔話や小説、詩の朗読まで、ご一緒に勉強しましょう！

第2・4月曜 10：30～12：00 月額 6,615円

12/8（月） 2,000円10：30～12：00体験会

月2回

華やく貴女の朗読セミナー
藤谷 昭子 他元ＫＢＳアナウンサー

月2回 第1・3水曜
14：00～14：50
19：30～20：20
月額 7,665円

月2回

2,000円19：00～19：5012/3（水）13：00～13：50体験会

ブルースはジャズ、ロック、ポッ
プス等のルーツの音楽です。
シンプルで個性を発掘するの
に最適です。楽譜を使わずギ
ターを初めて手にされる方に
わかりやすく指導します。
自分の曲・声で演奏する事を
目指します。

　佐渡 健治

やさしいブルースギター

じゅんこ先生の楽しいおしゃべりと、オカリナのさわやか
な風に吹かれて心の洗濯をしましょう。

第2・4金曜
13：30～14：30
18：00～19：00
月額 6,615円

1,500円12/3（水） 19：00～20：30体験会

寺井 純子

～オカリナの風に吹かれて～（初級）
ライリッシュ
オカリナ連盟福田 裕司トランペット奏者

月2回第2・3水曜
19：00～20：30
月額 6,615円

月2回

マンツーマンのレッスンです！基礎
的な練習方法の指導は勿論、ク
ラシックからポップス、ジャズにい
たる数々の名曲を演奏します。
初心者から上級者まで、レベルに
応じたレッスンが受けられます。

トランペット 個人レッスン

1,900円12/1（月） ①～⑥の時間体験会

第1・2・3月曜
17：30～20：30
①17：30②18：00③18：30
④19：00⑤19：30⑥20：00
月額 12,390円

月3回

新装きもの学院 着装師

月額 8,925円

毎週火曜 
10：30～12：30

毎週

月額 4,515円

第2・4土曜 
10：30～12：30

月2回

月額 4,515円

第1・3月曜 
13：00～15：00

月2回
第1・3火曜 19：00～20：30
第2・4火曜 19：00～20：30 月額 7,665円月2回

12/12（金）
1,500円

18：00～19：00

12/12（金）13：30～14：30
12/12（金）15：00～16：00体験会

本場のスペインの曲にのって誰でも踊れるスペイン舞踊を踊りま
す。基本のステップからゆっくりと丁寧に指導しますので、美しい
スタイルが身につきます。まずは楽しく、一緒に踊りませんか?

第2・4月曜 11：00～12：00 月額 5,565円

12/1（月） 1,250円11：00～12：00体験会

KIYO

初めての

フラメンコ舞踊（初級）
Spanish line K フラメンコ教室主宰

月2回

本場スペインの各地方の曲で様々なスペイン舞踊を楽しく、綺麗に踊り
ます。アンダルシアの風を感じて、一緒に、スペイン舞踊を楽しみましょう。

第2・4月曜 13：00～14：00
月額 6,615円

12/1（月） 1,500円13：00～14：00体験会

KIYO

楽しく踊ろう

フラメンコ舞踊（中級）
Spanish line K フラメンコ教室主宰

月2回

身近な犬や猫、動物園の動物楽しく愉快な仲間たちをイラストに
してみましょう。かわいく？ かっこよく？ 面白く？ 決まりはありませ
ん。楽しんで描くクラスです。いろんな動物を描いてみましょう。

第1・3日曜 13：00～14：30 月額 5,565円

12/21（日） 1,200円13：00～14：30体験会

カタヤマ ナオ

おしゃれでカッコいい
ファッションモードイラスト①

月2回
最新のファッションをいち早くイラスト作品にしてみましょう。
大胆におしゃれにポイントをつかんで描けばモードイラストの出来
上がりです。描いていくうちに流行に敏感になります。

第1・3日曜 15：00～16：30 月額 5,565円

12/21（日） 1,200円15：00～16：30体験会

カタヤマ ナオ

おしゃれでカッコいい
ファッションモードイラスト②

月2回
絵が上手くなるコツは楽しむことです。子供の頃の落書きの様に気楽に
楽しみながら、お好きな画材でマンガ、イラスト、似顔絵を始めてみません
か？あなたのレベルに応じてプロのマンガ家が丁寧にアドバイス致します。

第2・4金曜 18：00～20：00
第1・3金曜 18：00～20：00 月額 5,565円

12/5（金） 1,200円18：00～20：00体験会

たなべたい

落書き気分で始める絵楽（かいがく）
教室（まんが・イラスト・似顔絵）

月2回
かわいい動物や子どもの絵を描いてみませんか？水彩えのぐ、色鉛筆で、
誰でも簡単に温かいイラストが描けちゃいます。描いている自分もほんわ
か。そんな絵を見てくれた大切な人もほんわか。皆でほんわかしませんか？

毎週水曜 15：00～16：30 月額 8,085円

12/3（水） 900円15：00～16：30体験会

いとう ようこ

かわいいイラストが、ホイホイ描けちゃう

ほんわかイラスト講座
イラストレーター ぽかぽか流

生活に身近なモチーフをテーマに、難しいデッサン理論を避けて絵画
を楽しむ実習をします。鉛筆スケッチから始めて行●にパステルなどの
色画材にチャレンジします。一年間でひと通りの基礎を修得します。

毎週火曜 15：30～17：30 月額 13,125円

12/2（火） 1,500円15：30～17：30体験会

渡辺 一雅

デッサン・絵画初級
アトリエ路樹絵主宰

マンガ家／（社）日本漫画家協会会員

毎週

様々な技法の修得を目的とし、静物デッサンの修得の後に好みの俳優
の写真等を使って似顔絵描写します。一定水準に達すれば美術モデ
ルを使って人物デッサンに挑戦し、ヌードが描けるまでを目的とします。

毎週月曜 15：30～17：30 月額 13,125円

12/1（月） 1,500円15：30～17：30体験会

渡辺 一雅

デッサン・絵画中級
アトリエ路樹絵主宰

毎週 毎週

初めての方からベテランの方まで、丁寧に指導します。
手ひねり、板づくり等の基本技法から、オリジナルの技法までお
教えします。器だけでなく、オブジェ作品も作れます。

第2・4水曜 18：30～20：30
月額 6,195円

12/3（水） 2,000円18：30～20：30体験会

田中 哲也
田中哲也

陶芸教室 陶芸家

月2回

初歩の方から丁寧に指導いたします。
文字を書く喜び・楽しみを感じましょう。
日常書～芸術作品まで幅広い作品作りをお手伝いいたします。

第1・3火曜 15：00～16：30
月額 5,565円

12/2（火） 1,250円15：00～16：30体験会

田中 朴濤
書に親しむ

大人書道 日展作家

月2回

書の基礎から創作まで楽しく学びましょう。
初歩の方やしばらく筆を持たれていない方も、
丁寧に指導します。主に楷書、行書、草書を中心に、指導します。

第1・3日曜 10：30～12：00
月額 5,565円

12/7（日） 1,250円10：30～12：00体験会

岡地 涼寧
基礎から創作まで

漢字書道 日展作家

月2回

毛筆に親しみ、漢字に親しみ、作品の創作から出品まで書の魅力を実感
して頂きたいと思っています。楽しく書いて、書く喜びを発見してみましょう。

月額 6,720円

安居 暢翰
楽しく親しむ

書道
月3回

初めての方でも筆使いのテクニックを覚えれば、誰にでも簡単に
素敵な絵が描けます。生活に彩りをそえるトールペイント、楽しみ
ながらご自分のペースで作品を仕上げる事が出来ます。

第2・4火曜 10：30～12：00 月額 4,515円

12/2（火） 2,000円10：30～12：00体験会

辻村 美智子

トールペインティング
JDPA講師会員　
アメリカンハンディクラフト講師会員

月2回

初めての方でも下絵があるから、絵心がなくても大丈夫！おしゃべりし
ながら楽しくペイントしましょう。皆さんのご参加、お待ちしております。

第1・3金曜 10：30～12：00 月額 4,515円

12/5（金） 2,000円10：30～12：00体験会

ことう すみこ

ぬり絵感覚ではじめられる！

デコラティブペイント
GRUPPE

ＹＵＫＯSHOW.CM.スチールモデル

ＹＵＫＯSHOW.CM.スチールモデル

月2回

ハワイから伝わる伝統文化のフラをとても楽しく、癒され
るように踊る教室です。初心者の方にも基本のステップ
から丁寧にご指導いたします。心身共にリフレッシュ。楽
しいアロハなお時間を過ごしましょう。

第1・3月曜
14：30～16：00
第2・4木曜
15：30～16：30

月額 6,615円

12/4（木） 1,500円15：00～16：30
12/1（月）14：30～16：00体験会

中島 誠子

癒しの

ハワイアンフラ
Hula Halau Kawai Ola

月2回

肥満予防健康管理士による成行するダイエットの講座
と美しいボディを作り上げるためのエクササイズがヤット
で受講できる日本初の講座です。ぜひこのプラチナム講
座で貴方の理想を現実にしてみませんか？

第1・3金曜
14：00～15：30
第2・4金曜
14：00～15：30

月額 5,565円

石田 恵子・松井 明美

スタイルエクサ＋K プラチナム

ダイエット講座エクササイズ
日本スタイルエクサ協会会長　
スタイルエクサ＋K代表 肥満予防健康管理士講師

月2回

毎週水曜
19：30～20：30

月額 8,925円

12/5（金） 1,000円14：30～15：30体験会

和歌・漢詩に詠まれ
る歌人の心を、剣や
扇子を使って舞う･･･
それが、剣舞・扇舞で
す。無理なく身体を動かしながら、歴史のロマンを味わえ
ます。講座では、基本的動作の習得を中心に、一つの
作品を完成させてゆきます。

第1・3土曜
10：30～12：00
月額 4,515円

12/6（土） 1,000円10：30～12：00体験会

鉤（まがり）

はじめての

剣舞・扇舞
正賀流吟舞社

月2回

力を使わず、相手を崩し技をか
けます。古武道の体の使い方
を稽古します。美容と健康に、
心身の鍛錬に、護身術に、あな
たもいかがですか？

12/3（水） 1,000円19：30～20：30体験会

渕上 博昭

合気武道
師範代

月4回

自分で作った陶器に囲まれて暮らしたい･･･という方に、
自由に作っていただける陶芸教室です。スタッフが一か
ら丁寧に説明致しますので、安心してお楽しみくださいま
せ。お子様も大歓迎ですよ！！

第1・3土曜
10：30～12：30
14：00～16：00
第2・4土曜
10：30～12：30
14：00～16：00 月額 5,565円

12/13（土） 1,500円10：30～12：30体験会

堂本 正樹

堂本陶工房

陶芸教室

月2回

水やりもいらない！ 虫もつかない！ 枯れない！ 生花の様に長い間、
美しさをキープした新しい花です。時には花器作りからの作成が
大変好評です。もちろん資格取得コースもあります。

第2金曜 10：30～12：00 月額 2,835円

12/5（金） 2,500円10：30～12：00体験会

木脇 真由美

魔法の花

プリザーブドフラワー
プリザーブドフラワー認定講師
（スタジオスイートピー）

月1回
生花に特殊加工を施し新鮮な色を長期保つフランス生まれのプリザーブ
ドフラワー。お部屋やプレゼントに可愛らしくアレンジしてみませんか？初心
者の方も大歓迎です。今、人気の素敵なプリザを体験してみてください。

第1・3水曜 13：00～14：30 月額 4,515円

12/3（水） 2,100円13：00～14：30体験会

金澤 牧子

楽しい

プリザーブドフラワーアレンジメント
フラワーアレンジメント講師

月2回第1・3金曜 18：30～20：00

プリザーブドフラワーの持つ優しい雰囲気で癒されながらオリジナ
ルアレンジを製作しませんか？お店ではなかなかみつけられないよう
なリースやインテリア雑貨へのアレンジなど色々製作いたします。

第1・3火曜 10：30～12：00
第2・4金曜 10：30～12：00 月額 4,095円

12/2（火）・5（金） 2,100円10：30～12：00体験会

山田 万里子

癒しの空間作り

プリザーブドフラワーアレンジメント
日本フラワーデザイナー協会 講師

月2回

お花に親しむライフスタイルを提案し、季節を取り入れたアレンジからアレン
ジメントの基礎を学べるヨーロピアンベーシック女性の憧れブライダルブー
ケ、話題のプリザーブドフラワーまで多種多様に基本から楽しく学べます。

第1・3木曜 10：30～12：00
第1・3木曜 18：30～20：00 月額 5,145円

12/4（木） 3,200円10：30～12：00／18：30～20：00体験会

辻 輝子

いろんなシーンを花で楽しむ

フラワーデザイン
FDAフラワーコーディネーター　
「FLOAL・T」主催

月2回

季節にあったお花をアレンジしてラッピングも指導いたします。初心者
の方から資格取得の方まで様々なコースをご用意しておりますので、
ぜひ皆様ご参加ください。講座には生花も取り入れます。

月額 5,565円
和田 正江

フラワーアレンジメント＆
フラワーラッピング
ローヤルフラワースクール認定講師 スタジオスイートピー主宰
社団法人　日本ラッピング協会

月2回

情熱の国スペインの民族舞踊。初心者の方も気軽に楽しく踊って
いただき、さらにシェイプUPに効果的な基礎練習を合わせて行いま
す。”自分らしく美しく”魅力的なフラメンコを一緒に楽しみましょう！

第1・3・4木曜 14：00～15：00 月額 7,350円

12/4（木） 1,100円14：00～15：00体験会

鉤 紗奈江

自分らしく美しくフラメンコ舞踊（初級）
鉤 紗奈江フラメンコ 舞踊教室 主宰

月3回

プロのモデルが学び実践している、美と健康、
ダイエットの知識が学べます。いつまでも若く美しく、輝かしい女性
をめざしたい方、更にキレイになって一緒に人生を楽しみませんか？

第2土曜 16：00～17：30
月額 3,045円

12/6（土） 1,300円16：00～17：30体験会

独身女性の為のトータルビューティ

月1回

プロのモデルが学び実践している、美と健康、ダイエットの知識
が学べます。いつまでも若く美しい女性でいたい主婦の方、輝か
しい人生をはじめませんか？

第2土曜 14：00～15：30
月額 3,045円

12/6（土） 1,300円14：00～15：30体験会

主婦のためのトータルビューティ

月1回

興味はあるけど難しそう・・・・。そんな初心者の方も大丈夫！
基本のステップからゆっくり始めていきます。
音楽に合わせてリズムを刻むタップの魅力を味わってください！

毎週月曜 17：15～18：45
月額 6,825円

12/1（月） 700円17：15～18：45体験会

田添 宏子タップダンス
月4回

年齢や性別に関わらず、日本舞踊を通して
心も体も元気になりましょう。同時に、着付けも学べます。
姿勢もスッキリ。メリットいっぱい！基礎から丁寧に指導します。

第2・3・4土曜 10：00～12：00
月額 8,295円

12/6（土） 1,250円10：30～12：00体験会

美幸 竜凰
基礎から丁寧に指導

創作新舞踊
美幸流家元

月3回

本来、人間に流れる生命エネルギーを活発にする体操です。身体をゆ
るめ、心と身体の詰まりを抜き去ります。生命エネルギーが流れ込むと
ハートに喜び豊かさが満ちてきます。新たな自分を発見してみませんか？

毎週火曜 13：30～15：00 月額 6,825円

12/2（火） 1,500円13：30～15：00体験会

岩本 尚子

身体のバイブレーションを上げれば人生は変わる

合気体操（コスモクロス）
アルカディア

毎週

バレエの基礎を学び身体のためのスト
レッチや正しい姿勢を身につけながら表
現力を養いしなやかな動きを身につけ、楽しく踊りましょう！

毎週木曜 10：30～12：00
月額 7,665円

12/4（木） 1,000円10：30～11：30体験会

大橋 ふきこ
優雅なひとときを

モダンバレエ
月4回

身体には２０００箇所のツボがあると言われています。東洋医学
（ツボ刺激）を応用し、疲れや痛みを解消し、生き生きと動ける体
づくりを目指します。

毎週木曜 13：00～14：30 月額 5,565円

12/4（土） 500円13：00～14：30体験会

NAOMI

ツボ刺激でらくらく生活

フィットセラピー

月4回

１ヶ月に１種目ずつどんなダンスかを紹介します。４回で１曲踊れま
す。老若男女を問わず、まずは初めてみましょう！

毎週火曜 18：00～19：00 月額 11,025円

12/2（火） 1,250円18：00～19：00体験会

西宮 和子

はじめてみよう

社交ダンス
滋賀ボールルーム
ダンススクール所属講師

月4回

現在主流の検定・競技会・デモ等に対応するレッスンとは全く異なりま
す。自らが前向きに参加し、介護予防に役立つそんなレッスンです。６０
歳からはじめて１年後（週１回）に誰とでもどんな音楽でも楽しく踊れます！

毎週金曜 10：30～11：30 月額 8,925円

12/5（金） 1,000円10：30～11：30体験会

西宮 和子

ダンスを通して素晴らしい人生を！

ワールドダンス
AJDT/IDC 
国際ダンス本部認定講師

月4回
「（お酒を）飲まない、（タバコを）吸わない、（お金を）賭けない」をモッ
トーとする頭脳ゲームとしての健康まーじゃんを今から覚えてみませ
んか？生涯楽しく明るい脳トレをしながら友達もどんどん増えますよ。

第2・4金曜 13：00～15：00 月額 4,515円

12/5（金） 1,000円13：00～15：00体験会

石本 恵津子

楽しい脳トレ

健康マージャン入門
わくわく健康まーじゃん教室主宰
日本健康麻将協会認定プロ

月2回
役がお分かりになる方対象の講座です。ブランクがあっても大丈夫。
楽しくゲームをしながらマナーを身につけ、点数計算も覚えて頂けます。
大会や交流会出場で選手体験もでき、級や段位取得も目指せます。

第2・4金曜 13：00～16：00 月額 5,565円

12/5（金） 1,000円13：00～15：00体験会

石本 彰

楽しい脳トレ

健康マージャン実践
日本プロ麻雀連盟中部本部監事
全国麻雀段位審査員会滋賀支部長

月2回

体と心と脳のためのヨガ。インストラクターの誘導により体を動かす
ことで脳を活性化させ、体と心のバランスを整えます。慢性疲労・ダ
イエット・自律神経・自然治癒力・体質改善に効果があります。

毎週水曜 10：30～12：00 月額 8,925円

12/3（水） 1,000円10：30～12：00体験会

hana

顔は笑顔に！ 心は平和に！

ブレインダンヨガ脳呼吸
ブレインダンヨガインストラクター

月4回

老若男女、どなたにでも習得可能な護身術です。「健康増進」、
「護身練胆」、「精神修養」を目的とし、身体と心をバランスよく整
える事ができます。

毎週土曜 10：30～12：00 月額 8,925円

12/20（土） 1,000円10：30～12：00体験会

弱者の為の護身術

少林寺拳法

月4回
太極拳と気功そして武術体操を初級レベルから中級レベルまで
学んで頂きます。日々のストレスを発散し、身体のバランスを整え
有酸素運動で健康維持増進そして心身の調和を図ります。

第1・3木曜 19：00～20：30
第2・4木曜 19：00～20：30 月額 4,515円

12/4（木） 500円19：00～20：00体験会

SATORU

美容と心身調和を図る

健康太極拳と簡単気功
日本武術太極拳連盟公認指導員

月2回

社交ダンスは、年令には全く関係ありません。また、世界共通なのでいまや
国際人の常識として広がりを見せています。簡単なステップを習ってリズミ
カルに踊れるようチャレンジしてみてください。楽しくなること間違いなし。

毎週月曜 19：00～20：00
毎週水曜 15：00～16：00 月額 11,025円

奥野 友子
あなたと私の楽しい 社交ダンス
全日本ダンス協会連合会本部理事

月4回

1,250円12/1（月）19：00～20：00
12/3（水）15：00～16：00体験会

香港で愛好者が多い体に無理のない太極拳です。動きがわかりや
すい『方拳』を学んでから流れるような『円拳』に進む入門コース。
ゆったりとした動きで、体と心をほぐしましょう。冷え性にもおすすめ！

第1・2・4金曜 13：00～14：00
第1・2・4金曜 14：30～15：30 月額 4,830円

萩原 江美
若さを保つ！香港呉式太極拳
香港太極総会認定講師
香港呉式太極拳協会

月3回

700円12/5（金）
12/12（金）

14：30～15：30
14：30～15：30体験会

第1・2・4木曜 14：00～15：30
第1・2・4木曜 19：00～20：30

1,000円12/4（木） 14：00～15：30
12/11（木）14：00～15：30体験会

2,200円
2,750円

12/5（金） 18：30～19：30
12/19（金）18：30～19：30体験会

ペン字、かな、漢字を基本から、ていねいに指導いたします。師範免許の取得に
より将来書道塾を開設することが出来ます。公募展の出品の指導をいたします。

月額 6,720円

古川 圭翠
生涯を楽しむ

書道教室
月3回 第1・2・3月曜 16：00～17：30第1・2・3月曜 19：00～20：30

1,000円12/2（火）・8（月）・15（月）
16：00～17：30体験会

社団法人日本空手協会は、文部省認可による空手道公益法人
として日本が生んだ武道文化を正しい姿で継承発展させ、最高
の技術指導と最強の選手の育成を、目指しています。

毎週木曜 18：30～20：00
毎週日曜 10：30～12：00 月額 9,345円

尾方 武彦
空手道

日本体育協会公認指導員
（社）日本空手協会公認指導員

月8回

500円12/14（日）10：30～12：00
12/18（木）18：30～20：00体験会

渡辺 浩志（財）少林寺拳法連盟
大津市少林寺拳法協会副会長

初心者の方でも簡単に家庭で飾れるようなスタイルで、四季折々の花を取
り入れながら、個性を生かしたアレンジを作っていただきます。花が好きな
方、楽しい時間を過ごしたい方、どなたでもお気軽にご参加してください♪

第1・3水曜 10：30～12：00 月額 4,515円

12/3（水） 2,000円10：30～12：00体験会

竹内 晶子

四季を感じて

フレッシュフラワーアレンジメント
フレッシュフラワーアレンジメント講師

月2回

プリザーブドフラワーを中心に、生花も取り入れながらレッスンしま
す。時には”色の不思議（色彩心理）”～色が心身に及ぼす影響
～について学ぶことも。お花で五感を刺激してみませんか？

第2・4月曜 10：30～12：00 月額 4,515円

12/1（月） 2,500円10：30～11：30体験会

初田 一美

色の不思議

フラワーアレンジメント
IFA認定フラワーデザイナー
アレンジセラピスト

月2回

資格対策講座！まずは一度アレンジをご一緒に作成してみません
か？花と触れ合いながら楽しい一時をご一緒しましょう。楽しく続け
ているうちに資格取得です。

第2木曜 10：30～12：00 月額 2,835円

12/4（木） 2,500円10：30～12：00体験会

丸本 千恵子

資格取得！

プリザーブドフラワー
ユニバーサルデザイナーズアカデミー
日本バイオフラワー協会認定講師

月1回
あまたあるお花のレッスン。クラスに迷ったら、ま～なの門をたたいてみてくだ
さい。貴女の色のお花に出会えます。なぜならパーソナルカラーをベースにし
ているから！講師陣のシーズン特性を活かした色使いが自慢の講座です。

第2水曜 10：30～12：00 月額 2,310円

12/3（水） 2,100円10：30～12：00体験会

松下 千里 他2名

MA．Ａ．ＮＡの"あなたと花のおしゃれ関係"

プリザードフラワーアレンジ
パーソナルカラーリスト
フラワーコーディネーター

月1回
世界でたった１つのオーダーメイドフラワーです。ご自身のインテリア
空間に合ったデザイン・カラーをご一緒に考え、おしゃれな空間を彩る
インテリアフラワーを作ります。オーダーブーケも一緒に制作できます。

第1・3月曜 10：15～12：15 月額 6,615円

12/1（月） 3,500円10：15～12：15体験会

富永 育美

オーダーメイドでおしゃれ空間作り

MiyuStyleインテリアフラワー講座
フラワー＆カラースタジオ未夢代表

月2回
生花を特殊加工する事により長期間みずみずしさを保ち続ける”
魔法の花”を使い色々なアレンジメントを作りましょう！液体を使っ
た花の加工の仕方も修得できます。初心者の方、大歓迎！

第2・4土曜 13：00～15：00 月額 5,565円

12/6（土） 2,300円13：00～14：00体験会

木村 麗子

華麗に楽しく!!

プリザーブドフラワーアレンジメント
日本バイオフラワー協会認定講師

月2回

フラワーセラピーとは、お花、心理、香り、色彩を統合した癒しの新ジャン
ル！構成やテーマを提案した後は自由にアレンジを楽しんで頂きます。お
花に触れて癒されながらご自身の発想や創造性を輝かせてみませんか？

第1・3土曜 13：00～15：00 月額 5,565円

12/6（土） 2,500円13：00～14：30体験会

髙野 早苗

エンジョイ♪フラワー

フラワーフリーアレンジ教室
フラワーセラピスト

月2回
花を活けたら新しい私が見えてくる！プチ心理テスト・コーチングワーク等
様々な手法とフラワーアレンジが融合した新しいセラピーです。（花心理学・
芸術療法・フラワーデザインの各理論に基づき構成されたレッスンです。）

第4月曜 13：00～15：00 月額 2,835円

12/8（月） 3,250円13：00～15：00体験会

渡邊 みき

フラワーアレンジも楽しめる

入門フラワーセラピー
フラワーコーチ

月1回

日本の美再発見！一輪の花に四季の移ろいを感じ、暮らしに映す日本
の心は美の源として今を生きる私たちにも感動をもたらしてくれます。

第1・3火曜 13：00～15：00
月額 4,095円

12/16（火） 1,700円13：00～14：00体験会

小林 みつよ

一輪の花のいのちを見つめて

池坊いけばな
池坊華道会特別会員

月2回

花やリーフ類の新種・新色を取り入れ、常に新しい感性を磨きます。好
きな花色を選んでいただいてのアレンジ作成、またリボン扱いのレッス
ンも取り入れ、プレゼントにもできる様ラッピングのご指導もいたします。

第4月曜 13：00～15：00
第2・4月曜 13：00～15：00

月額 2,625円
月額 5,145円

月1回
月2回

12/1（月） 2,000円13：00～15：00体験会

田中 三貴子

花色が選べる

プリザーブドフラワーアレンジメント
日本バイオフラワー協会
認定講師 他

前回チラシ通り　5,775 円に直しました。

弓を使ってバイオリンやチェロのように、指ではじけばギターのよう
に、ピックを使ってマンドリンのように、スティックを使って民族楽器
のように、様々なジャンルの音楽をご一緒に楽しみましょう。

第1・3火曜15：00～16：30

月額 5,565円

井田 清美

癒しの ヴィオリラ
ヤマハヴィオリラ
認定講師

月2回

誰もが一度は憧れるギター。しかし、難しく挫折した人も
多いはず。ここでは、初心者に向けに簡単に楽しく上達
するように、わかりやすく指導します。
いつかステージに立てる日が来るのを夢見て一緒に頑
張りましょう！！

12/2（火） 1,500円17：30～19：00体験会

モテる！楽しい！
ギター入門

今掘 良昭ギタリスト

第1・3火曜 
17：30～19：00
第2・4火曜 
17：30～19：00

月額 6,615円月2回

12/2（火） 1,500円15：00～16：30体験会

皆の笑顔が見られるバルーンアート。息抜きに、ボランティアに、お仕
事やプレゼントなどなど、使い方は色々。TEAM風船仕事人ＥＲＩが
皆様をめっちゃHAPPYなバルーンワールドへお連れします。♪♪♪

第3木曜 10：30～12：00 月額 2,310円

12/11（木） 1,200円10：30～12：00体験会

山口 枝里子

笑顔満開

バルーンアート教室
風船仕事人

月1回

生花を特殊な液で加工し、あなただけのステキなプリザーブドフラ
ワーを作ってみませんか。加工液は市販されていない安全で高品質
のものを使用します。完成したフラワーはアレンジして仕上げます。

第4木曜 13：30～15：00 月額 2,835円

みなみ 恵子

プリザーブドフラワー
（手作り加工クラス）

月1回

だんでん呼吸を身につけながら健康的にたのしく美しく踊る。
韓国の礼儀作法も学べます。

毎週金曜 14：00～15：30 月額 8,925円

12/12（金） 1,000円14：00～15：00体験会

金 一志

楽しい！やさしい！韓国舞踊
金一志韓国伝統芸術院 院長

月4回

魅惑のクロマチック 
ハーモニカ

山森 ふさ子徳永延生クロマチック・
ハーモニカ認定講師

第1・3月曜 
10：30～12：00

月額 5,565円

月2回

ポケットに入る小さな楽器、クロマチック ハーモニカです。
小さいけれど4オクターブの音が出せるので、あらゆるジャ
ンルの曲が楽しめます。魅力いっぱいです!!

12/1（月） 1,000円10：30～12：00体験会

第2・4金曜 15：00～17：00
月額 12,915円

寺井 純子ライリッシュオカリナ連盟

1,500円

オカリナの風に吹かれて心の洗濯をすると同時にオカリナの知
識を習得してあなたも楽しいオカリナ教室をはじめましょう。

12/12（金）
13：30～14：30、15：00～16：00、18：00～19：00

～オカリナの風に吹かれて～（講師養成）

体験会

月2回 初心者から上級者まで、レベルと各人の希望・興味・疑
問に合わせてレッスンを進めます。それぞれの体に合わ
せた基礎を身に付けられるレッスンです。ホルン・アンサ
ンブルなどにも取り組みます。

毎週日曜 
15：00～16：30

月額 19,005円

バジル・クリッツァー

ホルン教室・金管アンサンブル
ホルン奏者 ホルン教師

12/14（日） 2,200円15：00～16：30体験会

毎週

楊　勇

授業中生徒さんたちとコミュニ
ケーションを取りながら中国語と
中国文化を紹介するコースである。たまに生徒さん達にコ
ントなどのことをやってもらいながら、中国語や中国の文化
を楽しく簡易てもらうコースです。

第1・2・3木曜
19：00～20：30

月額 6,405円

12/4（木） 950円19：00～20：30体験会

笑チャイナー
楽しく中国語と中国文化まなびませんか!?
立命館大学留学生

月3回

うまくコミュニケーションが取れない･･･。
面接が不安･･･。就活のモチベーションが続かない･･･。
そんなあなたに、実践的で効果的な就活方法を教えます。

第2月曜 18：30～20：00
月額 2,835円

12/1（月） 1,000円18：30～19：30体験会

月1回

就活マナー講座
山田 真由子キャリアコンサルタント

美しい姿勢へ矯正し、バランスのとれたしなやかな身体
を作るピラティス。その効果は柔軟性の向上、ストレスや
肩こりの解消、循環機能の改善、ダイエットなど多岐に
わたり、医師や専門家に高く評価されています。

毎週水曜 
19：30～20：30

月額 8,925円

12/3（水） 1,000円19：30～20：30体験会

ROKO

身体もココロもキレイに！

ボディメイクピラティス
ネバダ州立大学公認ピラティス指導者

呼吸法とシンプルなポーズで、血液やリンパの流れを促し、痩せやす
い体をつくったり、冷え性やむくみ、デットクス、柔軟性に効果的です。

毎週水曜 11：00～12：00
月額 8,925円

12/10（水） 1,000円11：00～12：00体験会

小田 仁美

いつまでも若く美しく

ルーシーダットン
日本ルーシーダットン普及連盟
認定インストラクター

効果的な
就活のイロハ

月4回

基礎的なデッサンから始めて、アクリル絵の具を使用し
た本格的な作品の制作までサポートいたします。

第1・3月曜 
16：00～18：00

月額 6,615円

12/1（月） 1,200円16：00～18：00体験会

藤岡 幸博

水彩・アクリル画教室

基礎的なデッサンから始めて、アクリル絵の
具を使用した本格的な作品の制作までサポートいたします。

第2・4火曜 13：00～14：30
月額 4,515円

12/2（火） 2,000円13：00～14：30体験会

スーザンテクニック水彩画

月2回

月4回

月2回

辻村 美智子JDPA講師会員
アメリカンハンディクラフト講師会員


