
アート組みひも手芸
工芸

日本やアンデスの組みひもの手法を学
びます。まずは簡単なアクセサリーを。
■講 松下悦子（糸楽主宰）、川﨑金子
■日 第2・4（木）午後1時～3時。10/13～
12/22（全6回）
■受 13800円　別 作品ごとに材料費
■持 めうち、洗たくばさみ2個、はさみ、木
工用ボンド、セロハンテープ 参考作品

ステンドグラス手芸
工芸

まずはカットされたガラスを組み合わ
せティッシュ箱を。経験者は応相談。
■講 篠原美智子　■日 第1・3（木）午前10時
～ 午後1時。10/6～12/15（ 全5回 ）※
11/3除く　■受 10500円　別 作品ごとに
材料費（初めての方は初回1500円）
■持 初回はエプロン、古タオル2枚、ビニ
ール手袋、マスク、持ち帰り用袋

参考作品 約11.5㌢
×9㌢×4㌢

正絹つまみ細工～雅やかな美しさ～手芸
工芸

まずは正絹（しょうけん）を使用してお
花のヘアピンを。
■講 吉岡加織　■日 第1・3（水）午前10時～
正午。10/5～12/21（全6回）　■受 15000
円　別 作品ごとに材料費（初回は1000
円）　■持 お手ふき、持ち帰り用箱、布切
り、紙切りばさみ、必要な方はメガ
ネ　※2回目以降の持ち物は初回説明 参考作品

グルーデコ®～キラキラアクセサリー～手芸
工芸

特殊粘土に、キラキラ輝くスワロフス
キーのラインストーンを埋め込んでい
きます。ペンダントや指輪などを選ん
で好きなものが作れます。
■講 末沢弘子　■日 第2（火）午後1時～3
時。10/11～12/13（全3回）
■受 5400円　別 材料費2000円～
■持 必要な方はメガネ 参考作品

ちりめん工芸手芸
工芸

ちりめん布を使い、〝つまみ細工〟〝押し
絵〟などの基礎から学びましょう。
■講 藤田えつ子（サンタハンズ代表）ほか
■日 第1・3（水）午前10時～正午。10/5～
12/21（全6回）　■受 9900円
別 作品ごとに材料費　■持 小さめの布切
りばさみ、縫い針、お手ふき、あれば先
のとがったピンセット

参
考
作
品

女性のためのフラヨガ運動
健康

ヨガとフラを組み合わせた動きで踊ります。リラックスし
ながら筋肉を鍛え、カラダを引き締めましょう。
■講 原紗百合　■日 毎週（水）午後3時30分
～4時40分または午後6時30分～7時40
分。10/5～12/21（全11回）※11/23除
く　■受 20350円　■持 バスタオル、水分
補給用飲料、汗ふきタオル、あればスパ
ッツ、パウスカート

たのしい食品サンプル作り手芸
工芸

〝リアルに見えるコツ〟を伝授します。
初回はマグネットのたいやきです。
■講 西田美子（日本食品サンプルアート
協会認定）　■日 第4（月）午後1時30分～
3時30分。10/24～12/26（全3回）
■受 6000円　別 材料費初回1200円
■持 マスク、エプロン、持ち帰り用の袋
◆申込締切日　10/20㈭ 参考作品

好きな作品を、個人のペースで編む講座です。棒針でもかぎ
針でもかまいません。作品もカーディガンやベストなど、衣
服から帽子などの小物でもＯＫ！　編んでみたい作品が載
っている本をお持ちください。また、編みかけておいてある
途中の作品にもう一度チャレンジしてもいいですね。製図
コースは主に編み物計算を指導。製図の基礎知識から始ま
り、計算の方法、模様編みの配置などを勉強します。
■講 外園真理子
■日 下記参照
■受 ①②12960円③8650円
■持 ①②編みたい毛糸、毛糸に適した編み針、筆記用具、編み
たい作品が載っている本や写真など③筆記用具

編み物・製図手芸
工芸

①日曜
コース 第1・3、午前10時～正午。10/2～12/18（全6回）

②月曜
コース

第1・3、午前10時～正午または午後1時～3時。
10/3～12/19（全6回）

③製図
コース

第1・3（日）午後1時～2時30分。10/2～11/20（全4
回）

絵手紙アート（新聞ちぎり絵）手芸
工芸

和紙ではなく、新聞のカラー部分を使
って作品を作るユニークな講座。
■講 片野ふくこ（PostCard Artist）　■日 第
1・3（火）午前10時～正午。10/4～12/20
（全6回）　■受 13320円　別 初めての方
は初回材料費310円
■持 初回は筆記用具、でんぷんのりまた
はスティックのり、はさみ、お手ふき

参
考
作
品

お片付けカルトナージュ手芸
工芸

まずはポストカード型の小物入れから
はじめましょう。
■講 沢村泉　■日 第4（月）午前10時～正午
または午後1時30分～3時30分。10/24
～12/26（全3回）　■受 6480円　別 作品
ごとに材料費（初めての方は初回2000
円）　■持 初回はおしぼり　※2回目以降
の持ち物は初回に説明 参考作品

装飾粘土手芸
工芸

DECOマジックの粘土を使い、花や人
形、小物などいろいろな作品を作製。べ
たつかずとても扱いやすい粘土です。
■講 荒木純子　■日 第2・4（金）午前10時～
正午。10/14～12/9（全5回）
■受 8000円　別 作品ごとに材料費（初め
ての方は2470円～）
■持 タオル、木工用ボンド 参考作品

きらめくシルバー～クレイ＆デコレ～手芸
工芸

特殊粘土を丸めたり、のばしたりし
て、純銀アクセサリーを作成。自由な発
想でオリジナル作品を作りましょう。
■講 新田裕美（JLL認定講師）　■日 第2・4
（土）午後1時～3時。10/8～12/24（全6
回）　■受 15600円　別 材料費5400円
■持 初回はエプロン、おしぼり　※2回目
以降の用具は初回に講師より説明有 参考作品

シャドーボックス～3Dアート～手芸
工芸

数枚の絵やカードを切り抜き、そして
重ね合わせて立体的に見せます。
■講 村山美佐枝　■日 第2・5（水）午後1時
～3時。10/12～12/14（全4回）
■受 7400円　別 作品ごとに材料費
■持 カッターナイフ、マット、はさみ、ピ
ンセット、おしぼり、水性ペンの黒、乾
くと透明になるバスボンド

参
考
作
品

シャドーボックス～3Dアート～手芸
工芸

4枚ほどのプリントを立体的な絵画の
ように仕上げます。
■講 内山好美　■日 第1・3（木）午後3時20
分～5時20分。10/6～12/15（全5回）※
11/3除く　■受 10300円
■持 厚くないプリント3～5枚（カード、カ
レンダーなど）＝販売可・要予約。あれ
ばカッターマット（雑誌でも可）

参
考
作
品

ソープカービング手芸
工芸

専用のナイフ１本で石けんに彫刻して
仕上げる繊細なアートです。
■講 YUUKO　■日 第2・4・5（水）午後1時～
3時。10/12～12/14（ 全5回 ）※11/23
除く　■受 12500円　別 作品ごとに材料
費　■持 筆記用具、ソープカービング用
ナイフ（購入可、要予約）
◆申込締切日　10/2㈰ 参考作品

押し花アート～ふしぎな花倶楽部～手芸
工芸

四季の草花や、身近な野菜・果物を使い
コースターや額絵などの好きな作品を。
■講 安井孝子　■日 第1・3（金）午前10時～
正 午 ま た は 午 後1時 ～3時。10/7～
12/16（全6回）　■受 10800円　 別 作品
ごとに材料費（初めての方は初回花・特
殊乾燥機代など3400円）
■持 カッターナイフ、ピンセット、はさみ

参
考
作
品

陶芸～手作りを楽しんで～手芸
工芸

カップ、皿、花瓶…、好きな作品をどう
ぞ。※作品のお渡しは約1カ月後です
■講 米澤猛（陶芸家）
■日 第2・4（木）午後3時20分～5時20分。
10/13～12/22（全6回）
■受 15480円　別 材料費9270円（土代・焼
成代など）　■持 袖口をカバーできるも
の、古タオル、エプロン

生
徒
作
品

日本刺しゅう～源氏物語の世界～手芸
工芸

絹糸と金銀糸で構成される優美なタッ
チが特徴。まずは小風呂敷を。
■講 大槻伊津子　■日 第1・3（日）午後1時
～3時。10/2～12/18（全6回） ■受 12300
円　別 作品ごとに材料費（初めての方
は初回布・糸・針代など2500円）
■持 握りばさみ、筆記用具、持ち帰り用の
袋または風呂敷、画びょう（50個以上） 参考作品

日本刺しゅう手芸
工芸

四季折々の花や吉祥文様を、光沢のあ
る美しい絹糸で仕上げましょう。
■講 田中ちづこ
■日 第2・4（火）午前10時～正午。10/11～
12/13（全5回）　■受 12500円　 別 作品
ごとに材料費（初めての方は初回木枠・
布・糸・針代など3000円）　■持 握りばさ
み、筆記用具、持ち帰り用の袋 参考作品

ハーダンガー刺しゅう手芸
工芸

北欧で愛されている刺しゅう。
■講 篠原美晴　■日 各（水）午後3時20分～
5時20分。10/26、11/30、12/21（全3回）
■受 6000円　別 初めての方は初回材料
費2100円（糸・針代込み）
■持 あれば先のとがったはさみ、筆記用
具、裁縫用具一式
◆申込締切日　10/14㈮ 参考作品　※振込制

パッチワーク手芸
工芸

カバン、ポーチなどを作りましょう。
■講 杉江益子（京都シュゲツカルチァー
スクール講師）　■日 ①第2・4・5（月）午前
10時～正午。10/24～12/26（全6回）
②第1・3・5（水）午後1時～3時。10/5～
12/21（全7回）　■受 ①11400円②13300
円　別 ①②作品ごとに材料費　■持 裁縫
用具一式、布切りばさみ、定規（30㌢） 生徒作品

花結び～優雅なひもの結び～手芸
工芸

花結びとは1本のひもを花やチョウ、鳥
などの形に表現する伝統的な手芸。
■講 横井寿園（花結び正園会）　■日 第2・4
（木）午前10時～正午または午後3時20
分 ～5時20分。10/13～12/22（ 全6回 ）
■受 12900円　別 作品ごとに材料費　■持
はさみ、定規（30㌢くらい）、ピンセッ
ト、筆記用具 参考作品

ちくちくパッチワーク手芸
工芸

初めての方は〝口金バッグ〟から。
■講 大槻謹子（（公）日本手芸普及協会講師）
■日 第2・4・5（水）午前10時～正午。10/12
～12/14（ 全5回 ）※11/23除 く　 ■受
9500円　別 作品ごとに材料費（初めて
の方は初回2700円）　■持 裁縫用具、布切
り・紙切りばさみ、定規（20㌢）、鉛筆2B、
色鉛筆（赤・黄色） 参考作品

フェルト手芸手芸
工芸

ふんわりやわらかいフェルトで身のま
わりの少し便利な小物や壁掛けを。
■講 西山清美ほか　■日 第2・4・5（火）午後
1時～3時。10/11～12/13（全6回）
■受 12000円　別 作品ごとに材料費（初
めての方は初回1000円）
■持 はさみ、定規（20㌢くらい）、鉛筆、手
芸用ボンド、あれば針、刺しゅう糸 参考作品

モラ刺しゅうと欧風刺しゅう手芸
工芸

簡単なきん着から始めましょう。
■講 山本佳江（中山富美子手芸研究所講
師）　■日 第1・3（月）午後1時～3時。10/3
～12/19（全6回） 
■受 13860円　別 作品ごとに材料費（初
めての方は初回3040円）　■持 裁縫用具
一式、水性細黒サインペン、筆記用具、
あれば色鉛筆6色 参考作品

モラ刺しゅう〝カリブの民族手芸〟手芸
工芸

まずは簡単なかばんと、ほか1点を作製。
■講 富永淑子（中山富美子手芸研究所講
師）　■日 第3（土）午前10時～正午。
10/15～12/17（全3回）
■受 6780円　別 作品ごとに材料費（初め
ての方は初回1500円）　■持 まち針、ボー
ルペン、水性細黒サインペン、布切りば
さみ（あればカーブばさみ）

参
考
作
品

ヨーロッパ刺しゅう手芸
工芸

キャンバスワーク、ハーダンガーな
ど、さまざまな区限刺しゅうです。
■講 新井まさみ(日本手芸普及協会）
■日 第3（金）午後1時～3時30分。10/21～
12/16（全3回）　■受 7500円　別 作品ご
とに材料費（初めての方は初回2800円）
■持 先のとがった小さなはさみ、裁縫用
具、物差し、筆記用具

参考作品
申込締切日10/16㈰

和紙ちぎり絵～しゅんこう～手芸
工芸

和紙をはぐのが特徴です。
■講 廣野艶子（しゅんこう公認講師）
■日 第2・4・5（火）午前10時～正午。10/11
～12/27（全6回）※11/8除く
■受 10500円　別 作品ごとに材料費（初
めての方は初回1550円）　■持 はさみ、竹
ぐし1本、おしぼり、のりを溶くふた付
き容器、フエキのり、あれば平筆

参
考
作
品

タッセルメイキング手芸
工芸

タッセルとは「房飾り」のことで、ヨー
ロッパの伝統工芸です。まずは基本の
シンプル、オニオンタッセルを。
■講 安田由里（APJ認定講師）　■日 第2
（ 火 ）午前10時30分 ～ 午 後0時30分。
10/11～12/13（全3回） ■受 6480円　別
作品ごとに材料費（初めての方は初回
1080円）　■持 手芸用はさみ

参
考
作
品

ジュエリービーズ・ソウタシエ手芸
工芸

ビーズ編みのさまざまな技法を指導し
ます。天然石を用いたクラフト「ソウタ
シエ」もできますよ。
■講 中岡美智子（GLLC認定インストラク
ター）　■日 第2・4（木）午前10時～正午。
10/13～12/22（全6回）
■受 12000円　別 作品ごとに材料費（約
2000円～）　■持 筆記用具、あればメガネ

参
考
作
品

能面彫刻～レベルにあわせて～手芸
工芸

能面を打つ一刀ごとにヒノキの香り…。初歩から丁寧に指
導します。継続すれば彩色することも可能です。
■講 坂口裕子〈真弓能〉（能面彫刻研究室
主宰）　■日 第1・3・5（水）午後3時20分～
5時30分。10/5～12/21（全7回）
■受 21000円　別 初めての方は材料費・
道具代一式40000円
■持 初回は鉛筆、消しゴム、エプロン イメージ

キモノ地で作る洋服手芸
工芸

思い出の着物、残しておきたい羽織や反物を新しく洋服に
仕上げましょう。有名なデザイナー宮﨑東海の本から指導。
■講 鬼頭照（宮﨑東海スクール講師）
■日 第2・4（木）午前10時30分～午後0時
30分。10/13～12/22（全6回）
■受 13560円　■持 ほどいた着物、メジャ
ー、製図用紙1枚、ノート、筆記用具
※写真は宮崎東海さん

クンストレース手芸
工芸

難解な製図がないので、楽に編めます。
■講 福子アラクネー（日本テキスタイル
デザイン協会・T・D・A）
■日 第1・3・5（火）午後3時20分～4時50
分。10/4～12/20（全7回）
■受 13300円　別 作品ごとに材料費（初
めての方は初回430円、糸代込み）
■持 初回は棒針3号4本、かぎ針3号1本 参考作品

原色ドライフラワー手芸
工芸

特殊乾燥させた生花をボトルの中に密
封して作品を作ります。
■講 戸田美和子　■日 第1・3（月）午後6時
15分～8時15分。10/3～12/19（全6回）
■受 13200円　別 作品ごとに材料費（初
めての方は初回4000円　※道具リース
代含む）　■持 はさみ、机に敷くナイロン
（大きめのごみ袋でも可）、古タオル 参考作品

中国結び～鮮やかな色彩で～手芸
工芸

中国結びとは、縁起が良いとされる台
湾の伝統工芸。台湾から取り寄せたひ
もを使い、さまざまな作品を作ります。
■講 森井久里子（台湾毛線手芸協進会委
員）　■日 第2・4（金）午前10時～正午。
10/14～12/9（全5回）
■受 9000円　別 作品ごとに材料費
■持 はさみ、あればライター 参考作品

グラスアート手芸
工芸

光を感じるステンドグラス風作品。
■講 加藤みち代　■日 ①第2・4（金）午後1
時～3時。10/14～12/9（全5回）②第1
（土）午後1時～3時。10/1～12/3（全3
回）　■受 ①10800円②6480円　別 ①②
作品ごとに材料費（初めての方は初回
2000円）　■持 初回ははさみ、キッチンペ
ーパー5枚、セロハンテープ 参考作品

手描友禅～手軽に始めましょう～手芸
工芸

まずはストールに描いてみましょう。
■講 松島季史醐（西日本手描染色協会講
師）　■日 第1・3（水）午後3時20分～5時
20分。10/5～12/21（全6回）　■受 12000
円　別 作品ごとに材料費（初めての方
は初回1500円）　■持 エプロン、お手ふ
き、ボールペン、筆洗、片面チャコペー
パー1枚（緑または青） 参考作品

手作り張り子～こころ和む伝統工芸～手芸
工芸

玩具や縁起物として親しまれてきた伝
統工芸「張り子」。元テキスタイルデザ
イナーの講師によってモダンにアレン
ジされた、心温まる作品です。
■講 吉田道明　■日  各（月）午後1時～3時。
10/31、11/14、12/12（全3回）　■受 6000
円　別 作品ごとに材料費（初めての方
は初回1600円）　■持 おしぼり

参考作品
申込締切日10/24㈪

デリカビーズ手芸
工芸

まずはミニ織り機を使い、ブローチ、ペ
ンダントトップなどの基本作品を。
■講 辻村恭代（ビーズ・織りとアートの会
主宰）　■日 第4（月）午後1時～3時。
10/24～12/26（全3回）　■受 6630円
別 作品ごとに材料費　■持 セロハンテー
プ、はさみ、ミニ織り機（レンタル可・1
回200円、要予約） 参考作品

トールペイント～塗り絵感覚で～手芸
工芸

ウエルカムボード、ブックカバーなど
の中から好きな作品を作りましょう。
塗り絵感覚で楽しめます。
■講 松井忍（主宰くにおかまさよ）
■日 第1・3・5（土）午前10時～正午。10/1
～12/17（全7回）
■受 14420円　別 作品ごとに材料費
■持 キッチンペーパー、筆洗 参考作品

ふしぎな花〝押し花〟手芸
工芸

1クール（3カ月）で2～3作品が完成。
■講 横田俊子（ふしぎな花倶楽部講師）
■日 ①第1・3（月）午前10時～正午。10/3
～12/19（全6回）②第1・3（火）午前10時
～正午。10/4～12/20（全6回）　■受 ①②
12000円　別 ①②作品ごとに材料費
■持 筆記用具、あれば下に敷く白い紙（カ
レンダーなど） 参考作品

ペーパークイリング手芸
工芸

細長いリボン状の紙をクルクルと巻い
て花や動物、小物などを作りましょう。
■講 渡辺ミホ（ヤマトアートカレッジ認
定講師）　■日 第4（日）午後1時～3時。
10/23～12/25（全3回）　■受 6000円
別 作品ごとに材料費（初めての方は初
回500円）　■持 初回は筆記用具　※2回
目以降の道具は初回に講師より説明有 参考作品

ポジャギ～韓国のパッチワーク～手芸
工芸

布をつなぎ合わせることで〝福〟を祈る
気持ちが込められているポジャギ。
■講 崔弘美（チェ・ホンミ）
■日 第1・3（木）午前10時～正午または午
後1時～3時。10/6～12/15（全5回）※
11/3除く　■受 10300円　別 作品ごとに
材料費（初めての方は初回550円）
■持 裁縫用具一式、メモ帳 参考作品

らくちんリズム運動～歌謡曲で踊ろう～運動
健康

1960年から1980年代に流行した懐かしのオールディーズ
や歌謡曲に合わせて、らくちん、簡単なダンスで体を動かし
ましょう。難しい振りつけはないので気軽に参加を。50～
70代の方を主な対象とした講座です。※女性限定
■講 冨田麗子　■日 毎週（木）①午後0時40分～1時20分②午後
1時30分～2時30分。10/6～12/22（全11回）※11/3除く
■受 ①14300円②17600円
■持 水分補給用飲料、汗拭き用のタオル

初めてのバーレッスン運動
健康

この講座では未経験の大人の方を対象に、バレエバーを使
ったレッスンを行います。正しい立ち方、手足の位置や動か
し方など、バレエの基礎を身につけましょう。継続すれば引
き締まった、美しいボディーラインも手に入りそうですね。
■講 鳥山美優　■日 ①第1・3（水）午後1時30分～2時30分。10/5
～12/21（全5回）※10/19除く②第2・4（土）午前10時～11
時。10/8～12/24（全6回）　■受 ①8750円②10500円　■持 水
分補給用飲料、あればバレエーシューズ　※女性限定

ラテンエクササイズ運動
健康

ウエストのくびれをつくるためのダンスエクササイズとし
て人気の〝コアリズム〟。この講座はラテンリズムの音楽を
使い、簡単なダンスの動きを通して、楽
しく脂肪燃焼を目指します。
■講 MIDORI（ダンスインストラクター）
■日 毎週（金）、午後3時～4時。10/7～
12/16（全11回）　■受 17600円
■持 タオル、上靴、水分補給用飲料

古くからタイに伝わる〝仙人の健康体操〟とよばれる健康法
〝ルーシーダットン〟。肩こり、腰痛、内臓の働き、体のゆがみ
の改善を目指しましょう。類似しているヨガとは異なる呼
吸法が特徴で、難易度も低いので、運動が苦手と思っている
方、体の硬い方や初めての方でもOK。
■講 水無瀬優季（JUNE STYLE STUDIO認定インストラク
ター）
■日 下記参照
■受 ①18600円②9300円
■持 下に敷くバスタオル、水分
補給用飲料

ルーシーダットン（タイ式健康法）運動
健康

①火曜
コース

毎週、午後1時～2時。
10/4～12/20（ 全12
回）

②木曜
コース

第2・4、午後6時45分
～7時45分。10/13～
12/22（全6回）

美スタイル体操運動
健康

この講座では、股関節・肩甲骨を滑らかに動かすことで、骨
盤を正しい位置に持っていき、太りづらく痩せやすい体質
を目指します。ダイエットアドバイザーの資格を持つ講師
なので、健康に関するさまざまな話も聞けますよ。
■講 豆野愛美（StyleExer+K上級マスターインストラクター）
■日 第2・4・5（水）午後6時30分～8時。10/12～12/14（全5回）
※11/23除く　■受 7500円　別 初めての方はベルト・チュー
ブ代1500円　■持 水分補給用飲料、タオル、バスタオル

バレエエクササイズ運動
健康

バレエの要素は取り入れますが、勢いをつけた動きや、難し
い動きはありませんので、バレエ経験のない方、体が硬いと
不安を持っている方でも気軽に参加してください。今話題
の〝体幹〟を鍛えることもできますよ。しなやかな体づくり
を目指しましょう。個人のペースにあわせて無理なく動い
てください。※女性限定    
■講 村尾裕子　■日 第1・3・5（日）午後1時～2時。10/2～12/18
（全7回）　■受 11550円　■持 下に敷くバスタオル

スローエクササイズ運動
健康

この講座では「いつまでも元気に歩けるように！」を目標に
〝楽しく脳トレ〟〝簡単筋トレ〟〝ボールエクササイズ〟などい
ろいろな運動を指導。今人気のインナーマッスルを鍛える
簡単なコアトレーニングの指導もあります。 
■講 芳賀明子（健康運動指導士）
■日 毎週（水）午前10時～11時または午前11時20分～午後0
時20分。10/5～12/21（全11回）※11/23除く　■受 15400円
■持 下に敷くバスタオル、水分補給用飲料、運動用の上靴

スポーツ吹矢運動
健康

腹式呼吸法を使って矢を飛ばし、当たった位置により点数
を競うスポーツ吹矢。腹筋や集中力が鍛えられるそうで
す。またストレス解消にもいいですね。
■講 黒田勝明
■日 第1・3（月）午前10時～正午または午
後1時～3時。10/3～12/19（全6回）
■受 12360円
■持 水分補給用飲料、上靴

すこやかヨーガ～ゆったりとした優しいヨーガ～運動
健康

今、感じられる〝心地よさ〟を求めてヨーガを楽しみましょ
う。初心者から高齢の方まで自分のペースで動きましょう。
■講 KEIKO　■日 ①第1・3（火）午前10時～
11時30分。10/4～12/20（全6回）②第1・
3（木）午後1時15分～2時45分。10/6～
12/15（全5回）※11/3除く
■受 ①11100円②9250円　■持 下に敷くバ
スタオル、タオル、あれば5本指靴下

女性のためのリフレッシュタイチ運動
健康

〝タイチ〟とは太極拳のこと。日々の疲れでガチガチに固ま
ってしまった体と心を、この講座でほぐしましょう。立禅、
気功、楊名時太極拳を取り入れた、女性のためのレッスンで
す。仕事帰りのストレス発散にいかがですか。
■講 古川裕子（日本健康太極拳協会師範・健康運動指導士）
■日 第1・3（火）午後6時20分～7時50分。10/4～12/20（全6回）
■受 10500円
■持 タオル、上靴（フラットなタイプがよい）

カラダ調整ストレッチ運動
健康

体についてしまった自分のクセをみつけストレッチを通し
て不調知らずの体を目指します。怪我予防、脂肪燃焼以外
に、柔軟性アップや姿勢改善も期待さ
れます。月1回なので気軽に参加を。
■講 本光左永子　■日 第3（金）午前10時30
分～11時45分。10/21～12/16（全3回）   
■受 4650円　■持 下に敷くバスタオル、水
分補給用飲料

肩すっきりヨガ運動
健康

主に肩こり解消にオススメのポーズを指導します。肩こり
解消、そして美しい姿勢としなやかな体を目指しましょう。
体を温める効果も期待できますよ。
■講 宮崎敦子（ヨガアライアンス認定）
■日 第2・4（ 日）午前10時 ～11時15分。
10/9～12/11（全4回）※11/13除く
■受 6600円　■持 水分補給用飲料、タオ
ル、あればヨガマット

カジュアル社交ダンス運動
健康

かしこまらずスニーカーで気軽に踊るので、年配の方や初
めての方でもトライしやすいですよ。上手に踊るコツは姿
勢のよさだとか。
■講 MIDORI（ダンスインストラクター）
■日 毎週（水）午後5時～5時50分。10/5～
12/21（全11回）※11/23除く
■受 17600円　■持 タオル、上靴（スニーカ
ーなど）、水分補給用飲料

KaQiLa（カキラ）運動
健康

ゆっくりと流れるような動きをしながら呼吸をし、ろっ骨
を動かすことで背骨や骨盤のゆがみ改善を目指します。個
人の体力や体の柔軟性に合わせて楽し
むことができます。
■講 河内美和（カキラ認定指導者）　■日 第
1・3・5（土）午前10時～11時。10/15～
12/17（全6回）　■受 10800円　■持 水分
補給用飲料、タオル、バスタオル

女性のためのバレエレッスン運動
健康

この講座ではバレエバーを使い、バレエの基本姿勢、ステッ
プなどから指導。正しい姿勢・しなやかなボディーラインを
目指します。個人のレベルにあわせて踊りましょう。
■講 村尾裕子　■日 ①毎週（月）午後6時30分～8時。10/3～
12/26（全12回）※10/10除く②第1・3・5（土）午後1時15分
～2時45分または午後3時～4時30分。10/1～12/17（全7回）
■受 ①24000円②14000円　■持 タオル、あればバレエシュー
ズ

やさしいヨガ運動
健康

簡単なストレッチやヨガのポーズを通して、体の縮みを伸
ばしたり、コリをほぐすことで、体全体のバランスをととの
えます。冷え性や肩こりに悩んでいる方にもオススメです。
ゆったりとした動きや呼吸法でリラックスしましょう。
■講 MANA　■日 ①毎週（水）午後1時30分～3時。10/5～12/21
（全10回）※11/2・23除く②毎週（木）午後3時30分～4時45
分。10/6～12/22（全11回）※11/3除く
■受 ①17500円②18150円　■持 下に敷くバスタオル

ゆったりとした動きで、心と呼吸のバ
ランスをとる太極拳。少ない運動量で
健康的！ということで人気の講座に一
度参加してみませんか？
■講 ①②③古川裕子（日本健康太極拳協
会師範・健康運動指導士）④輿石純司
（日本健康太極拳協会師範）
■日 下記参照　■受 ①21000円②15750円
③④10500円　■持 タオル、上靴（フラッ
トなタイプがよい）

楊名時健康太極拳運動
健康

①月曜昼
コース

毎週、午後3時30分～5時。10/3～12/26（全12
回）※10/10除く

②月曜夜
コース

第1・2・3・5、午後6時20分～7時50分。10/3～
12/19（全9回）※10/10除く

③火曜
コース

第1・3、午後3時30分～5時。10/4～12/20（全6
回）

④火曜
コース

第2・4、5午後3時～4時30分。10/11～12/13（全
6回）

ヨーガは、年齢・性別などにかかわらず、誰でもいつでも始
めることができる健康法です。〝自分の体にあわせて〟〝自分
のために〟、ヨーガを楽しく行ない、腰痛・肩こり・便秘など
の改善を目指しましょう。心と体が少しでも健康に豊かに
なることにより、快適な日々を過ごしましょう。
■講 石川艶子　■日 下記参照
■受 ①8250円②16500円③9900円④11550円
■持 下に敷くバスタオル　

ヨーガ～楽しく健康に～運動
健康

①木曜
コース

第1・3、午前11時15分～午後0
時30分。10/6～12/15（全5回）
※11/3除く

②金曜昼
コース

毎週、午後3時30分～4時45分。
10/7～12/16（全11回）

③金曜夜
コース

第1・3、午後6時45分～8時。
10/7～12/16（全6回）

④土曜
コース

第2・4・5、午前11時15分～午後
0時30分。10/8～12/24（全7
回）

1回3分！　真向法体操～4つのポーズで～運動
健康

わずか4つの基本動作からなる簡単な体操です。一見単純に
思える動きですが、正しく継続して行うことで股関節周り
を柔軟にし、姿勢や血行をよくすることもできるとか。覚え
やすく場所もとりません。運動が苦手な方も気軽に参加を。
■講 吉崎幸孝（真向法協会理事）ほか講師陣
■日 第1・3・5（月）午後1時30分～3時または午後3時30分～5
時。10/3～12/19（全7回）
■受 11200円　■持 下に敷くバスタオル、清潔な靴下

ボディバランスウォーキング運動
健康

正しい立ち方、重心の移動、毎日できる簡単なトレーニング
方法などを学びましょう。骨盤矯正に興味がある方にオス
スメ。まずは「立つ」「歩く」という基本
動作からはじめましょう。
■講 佐治瑞枝（ラッキーメイクスクール
代表）ほか講師陣　■日 第2・4・5（月）午後
1時～2時30分。10/24～12/26（全6回）
■受 12360円　■持 初回は上靴

ベリーダンス運動
健康

1クールで1曲の完成を目標に、ストレッチからはじめ、基礎
の動きの練習、応用と簡単なコンビネーション、曲の振り付
け、クールダウンへとすすみます。
※女性限定
■講 Samara　■日 第2・4（土）午後1時～2
時30分。10/8～12/24（全6回）
■受 12000円　■持 水分補給用飲料、あれ
ば腰に巻くヒップスカーフ

ピラティス運動
健康

見えない部分の筋肉を動かし、強くてしなやかな体づくり
を目指しましょう。個人のレベルに合せて指導してもらえ
るので、体力に自信がない方も気軽に
参加してください。
■講 山本孝（フィットネス企画Q）他
■日 毎週（火）午後3時30分～5時。10/4～
12/20（全12回）
■受 21000円　■持 下に敷くバスタオル

初めてのカンフーレッスン運動
健康

しなやかで、疲れにくい体をつくるこの講座はストレス解
消にぴったりだとか。仕事帰りに気持ちよい汗を流しまし
ょう。個人のペースでどうぞ。
■講 吉田瑠美　■日 第2・3・4（金）午後6時
45分 ～8時。10/14～12/9（ 全5回 ）※
10/21、11/11除く　■受 8250円
■持 タオル、上靴（フラットなタイプがよ
い）、水分補給用飲料

初めてのエアロ運動
健康

初心者でもチャレンジしやすいよう、歩くスピードほどの
ゆっくりとしたペースでエアロビクスを！　ノリのよい音
楽に合わせて体を動かしましょう。個
人のペースでどうぞ。
■講 MANA　■日 第2・4（木）午後2時～3
時。10/13～12/22（全6回）
■受 9300円
■持 タオル、上靴、水分補給用飲料

はじめてのアーチェリー～少人数制～運動
健康

まずは基本フォームを習い、教室内で実際に弓を射ってみ
ましょう。5㍍からはじめ、レベルアップを目指しましょう。
姿勢がよくなるのもうれしいですね。
■講 濱直樹（財団法人日本体育協会アーチェリー指導員資格
者）ほか　■日 第1・3（土）①午後3時20分～4時15分②午後4
時25分～5時20分。10/1～12/17（全6回）
■受 ①②7800円　■持 上靴、あればアーチェリー用具一式（レ
ンタル可・1回300円、要予約）

日本舞踊～新舞踊～運動
健康

演歌・歌謡曲など、なじみのある曲に合わせて楽しく踊りま
せんか。日本舞踊を現代風にした華やかで優雅な新舞踊。足
腰を使うので健康維持にも役立ちま
す。初めての方でも気軽に参加を。
■講 都流公二　■日 第2（木）午後0時30分
～1時30分。10/13～12/8（全3回）
■受 6600円　■持 浴衣、扇子（初回のみレ
ンタル可）、足袋

まずは〝ボディーメイキングバレエ〟で
体の内側の筋肉を強化。次に〝ビューテ
ィーストレッチ〟で体をリラックス。簡
単なヨガも取り入れながら、最後は〝ア
ロマ＆ヒーリング音楽〟でクールダウ
ン！　美＆健康＆癒やしのレッスンで
す。ストレス解消にも役立ちそう。※女
性限定
■講 朋舞花（元宝塚歌劇団）　
■日 下記参照
■受 ①11100円②13200円
■持 スポーツタオル、バレエシューズまた
は厚手の靴下、動きやすい服装

元タカラジェンヌが送る～トータルビューティーレッスン～運動
健康

①火曜
コース

第2・4、午前10時45分～正午。10/11～12/13
（全5回）

②木曜
コース

第2・4、午後6時45分～8時。10/13～12/22
（全6回）

楽しいフラ運動
健康

手や足の動かし方といった基本のほか、ハワイアンの曲に
あわせて体を動かしましょう。楽しく踊ることを目標に運
動するクラスです。※女性限定
■講 MANA
■日 毎 週（ 金 ）午 後2時 ～3時。10/7～
12/16（全11回）　■受 17050円
■持 水分補給用飲料、タオル、パウスカー
トまたはフレアスカート

老若男女、初心者、経験者…、個人のペースで楽しむことが
できる全身運動です。ゆったりした動きで体をほぐしなが
ら、基礎体力アップを目指しましょう。木曜日コースでは、
24式太極拳の基礎を復習しながら、32式剣にも挑戦！　よ
り健康な体づくりを目指しましょう。希望者は昇級・昇段に
挑戦することもできます（別途料金要）
■講 ①②山本多壽子三段③関口牧子三段④中本眞智子四段
（いずれも日本武術太極拳連盟公認太拳A級指導員）　■日 下
記参照　■受 ①②10850円③18600円④17050円　■持 タオ
ル、上靴（フラットなタイプがよい）

太極拳簡化24式・初心者～経験者運動
健康

①初心者
　対象

第2・4・5（日）午後1時～2時30分。10/9～12/25（全
7回）

②経験者
　対象

第2・4・5（日）午後3時～4時30分。10/9～12/25（全
7回）

③初心者
～経験者
　対象

毎週（火）午前10時～正午または午後1時～3時。10/4
～12/20（全12回）

④経験者
　対象

毎週（木）午前10時～11時30分。10/6～12/22（全
11回）※11/3除く

女性のためのピラティス～心身ともに美しくなろう～運動
健康

ピラティスとは、正しい呼吸法で緊張をほぐし、体の深部の
筋肉を鍛えるエクササイズです。普段意識していない体の
奥にある筋肉を動かし、心と体をリラックスしながら美し
い体づくりを目指しましょう。
■講 中村恵理佳（BASIピラティスインストラクター）
■日 第2・4・5（日）午後3時～4時30分。10/9～12/11（全6回）
■受 12000円
■持 下に敷くバスタオル、水分補給用飲料

女性のための護身法～入門～運動
健康

体力づくりと護身を目的に、女性講師が簡単な護身動作を
指導。護身術の心構えや外し技など、空手道を基本とした柔
術です。簡単な基本技から始めますの
で、初心者でも安心です。
■講 井手美恵（剛柔流空手道和剛道場 師
範）　■日 第2・4（金）午後6時30分～8時。
10/14～12/9（全5回）　■受 9000円
■持 動きやすい服装、水分補給用飲料

女性のための合気道運動
健康

ヨガの呼吸法、そして合気道の動きを基にしたエクササイ
ズ。合気道の技は左右同じ動きを繰り返すため、体のバラン
スを整える効果も期待されます。シェ
イプアップ目的の方にもオススメ！
■講 入江康仁（合気道五段）
■日 第2・4（金）午前11時～正午。10/14～
12/9（全5回）　■受 10000円
■持 水分補給用飲料、汗拭き用タオル

コアトレwith一本歯げた運動
健康

難しく思われがちな体幹トレーニングも一本歯げたを使う
ので誰もが正しく効果的にトレーニングができます。メニ
ューは約2300種類。効果をあげる秘密は「骨盤」以上に「首」
にあるといわれます。肩、腰、首で悩みがあるデスクワーカ
ーの方にオススメの講座です。 
■講 宮﨑要輔（デポル代表、スポーツトレーナー）　　　　
■日 第1・3（土）午前11時15分～午後0時15分。10/1～12/17
（全6回）　■受 12360円　■持 水分補給用飲料、上靴

経絡体操～いきいきと美しく！～運動
健康

経絡（けいらく）体操とは、東洋医学の考えを基にした、穏や
かな動きで体のリズムを整えることを目指した体操です。
ゆっくりと無理なく動きますので、運動経験の少ない方、ま
たシニア世代の方にもオススメ。
■講 中森万美子（鍼灸師・ヨガインストラクター）
■日 第2・4（金）午前11時15分～午後0時15分。10/14～12/9
（全5回）　■受 8500円
■持 タオル、水分補給用飲料

キッズダンス～小学生対象～運動
健康

ダンスを通じて、リズム感や表現力・体力などが身につくよ
う基礎から指導。「楽しく、雰囲気よく」がモットーの講座で
友達づくりにもぴったり！
■講 MIDORI（ダンスインストラクター）
■日 第2・4（日）午後1時～1時50分。10/9
～12/25（全6回）
■受 9000円　■持 タオル、上靴（スニーカ
ーなど）、水分補給用飲料

簡単ストレッチ＆スロートレーニング運動
健康

簡単なストレッチと無理のないスロートレーニング方法
を、個人にあわせた個別メニューで指導します。正しい体の
動かし方を学び、姿勢改善やケガの予防に役立てましょう。 
肩こり・腰痛で悩んでいる方にもオススメです。
■講 角野行宏（鍼灸師、スポーツトレーナー）　■日 第1・3（日）
午後2時30分～3時30分。10/2～12/18（全5回）※10/16除
く。午後1時15分～の経験者コースも有　■受 8000円　別 教
材費500円　■持 上靴、タオル、水分補給用飲料

大人のための簡単HIP HOP～入門～運動
健康

この講座では、運動的要素を取り入れたダンスを基礎から
レッスン。初めての方でも楽しめるようなレッスン内容で
す。気軽に参加してください。
■講 MIDORI（ダンスインストラクター）
■日 第2・4（土）午後2時～3時。10/8～
12/24（全6回） ※午後3時30分からの初
級コースもあります　■受 9600円
■持 タオル、上靴、水分補給用飲料

ウォーキング＆リセット体操運動
健康

教室内でウオーキングをしながら足の筋力強化を、そして
リセット体操を通してひざや足指、肩関節のクセを正し、体
全体のゆがみ改善を目指しましょう。
■講 芳賀明子（日本フィットネス協会認定インストラクタ
ー）
■日 第1・3（土）午後1時30分～2時45分。10/1～12/17（全6回）
■受 10800円
■持 下に敷くバスタオル、水分補給用飲料、運動用の上靴

ウォーキングエクササイズ運動
健康

この講座では、教室内でいろいろなウオーキングをしなが
ら筋力アップ、基礎代謝アップを目指します。インナーマッ
スルを鍛えるコアトレーニングの指導もあるので、特にお
なかまわりをすっきりしたいという方にもオススメ。
■講 芳賀明子（日本フィットネス協会認定インストラクタ
ー）　■日 第1・3（土）午前10時～11時30分。10/1～12/17（全
6回）　■受 10800円
■持 下に敷くバスタオル、水分補給用飲料、運動用の上靴

自然の美しさ、優しさを表現するアロハフラ。ハワイアン音
楽の曲に合わせてゆっくりと動きましょう。「運動不足を解
消したい」「膝や腰が弱い」「踊るのが大好き」など個々の目
的やレベルに合わせて練習しましょう。※女性限定
■講 井上ケイ・リマナニ・フラスタジオ講師陣
■日 下記参照
■受 ①④8750円②③10500円
■持 ギャザーまたはフレアスカート

井上ケイのアロハフラ運動
健康

①月曜
コース 第2・4、午後1時～2時30分。10/24～12/26（全5回）

②火曜
コース

第2・4・5、午後6時30分～8時。10/11～12/13（全6
回）

③木曜
コース

第2・4、午前10時30分～正午。10/13～12/22（全6
回）

④木曜夜
コース

第1・3、午後6時30分～8時。10/6～12/15（全5回）
※11/3除く

いきいき健康体操運動
健康

簡単にできるエクササイズや、脳のトレーニングにもなる
運動を交えて、楽しく体を動かしましょう。ボール体操、ピ
ラティス、リズム体操、ストレッチなどの運動をミックスし
て行います。各自のペースでできるので、運動が苦手な方も
気軽に参加してください。 
■講 山本孝（フィットネス企画Q）　■日 毎週（月）午前10時30
分～正午。10/3～12/26（全12回）※10/10除く
■受 16800円　■持 下に敷くバスタオル、水分補給用飲料

アルジュナヨーガ（佐保田ヨーガ）運動
健康

さまざまなアーサナ（体操）を時間をかけてじっくり行い、
基本的な呼吸法や瞑想（めいそう）法を習います。個人のペ
ースに合わせて動きましょう。運動が苦手な方も気軽に参
加してください。
■講 渡辺昧比（日本ヨーガ禅道友会教師・健康心理士）
■日 毎週（水）午前10時～11時30分。10/5～12/21（全11回）
※11/23除く　■受 22660円
■持 下に敷くバスタオル（ヨガマットでも可）

　　

お申し込み・お問い合わせ

☎075（212）4728
〈平日〉午前10時～午後6時 
〈土・日〉午前10時～午後3時
（祝日除く）

◎申込締切日の表示がない講座は、開講初日の3日前が申込締切日となります　※祝日を除く

入会金
年会費は
不要です10月からの

受講生募集！

保存版リビングカルチャー倶楽部
京都リビングカルチャー倶楽部 検索 ⬆

クリック詳しくは

京都リビング新聞社（四条烏丸会場）
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四条通

錦小路通

蛸薬師通
下の２次元コードを読み
取ればモバイルサイトに
アクセスできます

携帯電話から

●地下鉄「四条」駅下車徒歩9分
●阪急「烏丸」駅下車徒歩6分

中京区蛸薬師通高倉西入ル
京都リビング新聞社ビル 2階受付

四条烏丸
会場

■受講料は、お電話でお申し込み後、開催初日に現金でお支払いください
●一部郵便振り込みも有り。振り込みの場合は電話でお申し込み受け付け後、開催要項と振込用紙を送付します。受講料をお振り込みください（入金後の
返金は不可）◎駐輪・駐車場・託児施設はありません。お子さま連れの参加やペット連れの参加はご遠慮ください　※子ども教室、親子教室除く◎受講中に
発生した事故・障害等は、その原因が当社側の過失によるものと公的に判断された場合をのぞき、責任を負いかねます●受講生の皆さまの個人情報は、カル
チャー事業運営のため利用いたします。同意の上申し込みください　※ほとんどの講座は現在継続して開講しておりますが、途中からの参加可能な講座
もあります。詳しくはお問い合わせください　※一部女性のみの教室もありますのでお問い合わせください　※参加人数が一定数に満たない場合は、中
止または延期することがあります
各教室文中は順に　 ■講 …講師、 ■日 …開催日時、 ■受 …受講料、 別 …別途料金が必要、  ■持 …持ち物、　です ※運動系の講座は動きやすい服装でご参加ください
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チョークアート美術

カリキュラムにそって、さまざまな表
現方法を身につけていきましょう。塗
り絵感覚で楽しめますよ。
■講 田辺恵美子　■日 第1・3（火）午前10時
～ 正 午。10/4～12/20（ 全6回 ）　 ■受
15000円　別 作品ごとに材料費　■持 筆
記用具、エプロン　※道具は1クールの
みレンタル可（1000円）

参考作品
申込締切日9/27㈫ 

スケッチ画～好きな画材で～美術

透明水彩、ガッシュ、色鉛筆やパステル
など、好きな画材で描きましょう。※
野外スケッチの予定があります 
■講 松田敏男（山の画家）
■日 第2・4（ 金 ）午 後1時 ～3時。10/14～
12/9（全5回） ■受 10750円　■持 スケッチ
ブック（F6号以上）、大きめの写真また
は描きたい物、好きな画材 参考作品

色鉛筆と水彩画美術

気軽に絵が描けるといいですね。花や風景を、色鉛筆でやさ
しい雰囲気に仕上げましょう。
■講 中西栄子
■日 第2・4（ 金 ）午 後1時 ～3時。10/14～
12/9（全5回）
■受 10300円　■持 鉛筆（B）、色鉛筆（24色
以上）、スケッチブック（F4号以上）、消
しゴム、初回はリンゴ1個

イ
メ
ー
ジ

鉛筆デッサン美術

個人のレベルに合わせて指導。希望者
は着彩したり、日本画に進むことも可。
■講 頴川麻美子　■日 第2・4（木）午前10時
30分～午後0時30分。10/13～12/22（全
5回）※11/10除く　■受 13625円　■持 ス
ケッチブック（F8号以上）、鉛筆（2H・H・
HB・B・2B・3B各1本）、練り消しゴム、鉛
筆削りまたはカッターナイフ 参考作品

鉛筆デッサン・色鉛筆画美術

■講 和田ひとえ（京都日本画新展優秀賞
受賞）　■日 第1・3（月）午後6時15分～8
時15分。10/3～12/19（全6回）
■受 16380円　■持 スケッチブックF6～8
号、練り消しゴム、普通の消しゴム、鉛筆

（2H ～4B各1本）、モチーフのリンゴ1個、
カッターナイフまたは鉛筆削り　※色鉛
筆の方はできれば24色以上 生徒作品

絵画教室美術

デッサン、水彩画、油絵など好きな技法
で簡単な静物画が描けるよう指導。
■講 能勢まゆ子（洋画家、新制作協会 協
友）　■日 第1・3（木）午後3時30分～5時。
10/6～12/15（全5回）※11/3除く
■受 13500円　別 必要な方は作品ごとに
用紙代・モチーフ代
■持 筆記用具、手持ちの画材 参考作品

光彩画（こうさいが）～新しい絵の描き方～美術

講師オリジナルの手法です。
■講 安齋孝（光彩画主宰）　■日 ①第1（日）
10/2～12/4（全3回）②第3（日）10/16
～12/18（全3回）。いずれも午前10時～
正午　■受 ①②6180円　別 ①②作品ご
とに材料費2260円　■持 初回は筆記用 
具、持ち帰り用の袋　※2回目以降に必
要な道具は初回に講師より説明有 参考作品

地蔵絵～穏やかなほほえみを～美術

やさしいほほえみのお地蔵さま。絵心
がなくてもステキな絵が完成！
■講 伊藤愼一郎　■日 第1・3（木）午後1時
～3時。10/6～12/15（ 全5回 ）　※11/3
除く　■受 14250円　別 初めての方は材
料費2500円（筆・紙代）
■持 墨、すずり、文鎮、筆洗、小皿、タオル、
顔彩（あれば18色）または水彩絵の具

参
考
作
品

水彩色鉛筆画～植物・果物を～美術

色鉛筆で着彩した後に水を含ませた筆で色をなぞれば、水
彩画独特の柔らかい雰囲気の絵が完成！
■講 小倉翠玲（新俳画・茜の会主宰）
■日 第1・3・5（火）午後3時20分～4時50分。10/4～12/20（全7
回）　■受 12950円　別 初めての方は初回材料費160円
■持 初回は鉛筆（BまたはF1本）、消しゴム、あれば水彩色鉛筆

（レンタル可・1回500円、要予約）※2回目以降の持ち物は
初回に講師より説明有

水彩画～お手本を見ながら～美術

透明水彩絵の具の使い方から多彩な表
現方法まで丁寧に指導。
■講 岡田俊一（院展・院友）　■日 第2・4・5

（水）午後1時～3時。10/12～12/14（全5
回）※11/23除く　■受 10300円　 別 材
料費1500円（用紙・手本代など）　■持 初
回は筆記用具　※2回目以降に必要な
道具は初回に講師より説明有 参考作品

水墨画と絵手紙美術

墨の濃淡がステキな絵が描けます。
■講 今西進齊（桂泉庵主宰）
■日 第1・3（ 木 ）午 後1時 ～3時。10/6～
12/15（全5回）※11/3除く　■受 11825
円　別 材料費1025円　■持 太筆（あれば
水墨画用）、水墨画用半紙（10枚ほど）、
墨、すずり、絵皿、古タオル、筆洗、文鎮、
下敷き（A3程度）、あれば顔彩

参
考
作
品

スケッチ絵画美術

まずは基本となる鉛筆デッサンからは
じめましょう。希望者は着彩や色鉛筆
画もできますよ。
■講 八田哲　■日 第1・2・3・5（月）午後1時
～3時。10/3～12/12（全7回）※10/10、
11/14除く　 ■受 16100円　■持 鉛筆（H・
HB・B各1本）、消しゴム、スケッチブッ
ク（A4以上）、モチーフの果物（リンゴ）

参
考
作
品

絵手紙＆ポストカード美術

お便りに、さりげなく季節の花や風景などが描いてあると、
うれしいですね。この講座では、いくつものお手本の中から
描きたい絵を選びます。まずは写すところから始めるので、
絵心がないから…と不安になっている方でも大丈夫。
■講 岡田俊一（院展・院友）
■日 下記参照
■受 ①②15470円　別 材料費①②1750円（手本・はがき代込
み）　■持 初回は筆記用具　※2回目以降の筆、顔彩などは初
回に講師より説明有

①
月曜
コース

第1・3・5、午後1時～3時ま
たは午後3時20分～5時20
分。10/3～12/19（全7回）

②
土曜
コース

第2・4・5、午前10時～正午。
10/8～12/24（全7回）

参考作品参考作品

四季折々の花や、身近なものを描いてみたいと思っている
方、休日を優雅に楽しみませんか？　やさしい色調で描き
たい方は、色エンピツ画がオススメです。まずは簡単なモチ
ーフ（果物）から始めましょう。絵心がまったくないから…
とあきらめている方も、思い切ってチャレンジしてみてく
ださい。
■講 八田哲　■日 下記参照
■受 ①16100円②6900円
■持 鉛筆（H・HB・B各1本）、消しゴム、色鉛筆24色、スケッチ
ブック（A4以上）、モチーフの果物（リンゴが簡単です）

色エンピツ画・鉛筆画美術

①
日曜
コース

第1・3・5、午後1時～3
時。10/2～12/18（全
7回）

②
土曜
コース

第2、午後1時～3時。
10/8～12/10（全3回）

身近な物をモチーフにして基本となるデッサンからはじめ
ます。初めての方は1回目にサツマイモとタマネギのデッサ
ンをして、2回目に着彩。3回目からは果物、花など身近にあ
るものをモチーフにします。※1クールで3枚の絵が完成す
る予定です
■講 茨木祥之　■日 下記参照
■受 ①13000円②15600円
■持 クロッキー帳F6号、スケッチブックF6号、鉛筆（2B・3B各
1本）、練り消しゴム、サツマイモ1個、タマネギ2個　※2回
目以降の絵の具などは初回に講師より説明有

水彩画美術

①
木曜
コース

第1・3、午 前10時30分
～ 午 後0時30分。10/6
～12/15（全5回）
※11/3除く

②
土曜
コース

第2・4、午 前10時30分
～ 午 後0時30分。10/8
～12/24（全6回） 参考作品

水彩画～午前・午後コース～美術

午前コースは、画材の使用方法やいろいろな技法を学びな
がら、楽しく自分らしく描けるようになるための講座です。
動物と静物を組み合わせた絵を描いてみたり、「○・△・×」
で顔を表現したり…、楽しいテーマがたくさん！　午後コ
ースは、〝短時間で気軽に簡単に描こう〟をテーマにミニス
ケッチブックに描くコツを学びましょう。旅先で美しい花
や風景が描けたらいいですね。いずれも初めての方でも大
丈夫。まずは気軽に参加してください。※野外スケッチの
予定有り（野外実習時の交通費は実費負担）
■講 中村實
■日 第2・4・5（日）①午前10時～正午②
午後1時～3時。10/9～12/25（全7回）
■受 ①②12950円
■持 初回は透明水彩絵の具（24色くら
い ）、パ レ ッ ト、筆（ 大・中・小 各1 
本）、鉛筆、消しゴム、筆洗、古タオ 
ル、あればドライヤー、水彩画用紙2
枚くらい（①F6号サイズ、②F1号サ
イズ）、モチーフ（申込時に説明有） 参考作品

日本画美術

初めての方は色紙に描いてみましょ
う。お手本は多数あります。
■講 岡 田 俊 一（ 院 展・院 友 ）　 ■日 第1・3

（ 金 ）午 後3時20分 ～5時20分。10/7～
12/16（全6回）　■受 15720円　 別 材料
費2700円（色紙・手本代など）　■持 初回
は筆記用具　※2回目以降の筆、顔彩な
どは初回に講師より説明有

参
考
作
品

俳画～季節の絵を～美術

四季折々の風景などを描いてみましょ
う。俳句が苦手な方は絵だけでもOK。
■講 能勢柳燕　■日 第1・3（水）午後1時～3
時。10/5～12/21（全6回）　■受 15000円
■持 墨（あれば青墨　※墨汁は不可）、す
ずり、絵皿、筆洗、タオル、フェルト地の
下敷き、筆（大・小）、顔彩、練習用紙、あ
れば色紙

参
考
作
品

パステル画～身近なモチーフで～美術

手軽に描けるのが特徴のパステル画。
■講 蓮花暁子　■日 第2・4・5（日）午後1時
～3時。10/9～12/25（全7回）
■受 16730円　別 材料費930円　■持 スケ
ッチブック（F4号）、練り消しゴム、鉛筆

（2B ～4B各1本）、ソフトパステル（あれ
ば40色くらい） ※初回はパステル無料
レンタル可、要予約 参考作品

花の水彩画～幻想的な花の絵を～美術

自分の感じたイメージを大切に、四季
折々の花を自由に表現しませんか？
■講 松原晶子　■日 第2・4（金）午後1時～3
時。10/14～12/9（全5回）
■受 10000円　別 材料費2100円
■持 不透明水彩絵の具、筆、パレット、筆
洗（ 以 上 レ ン タ ル 可・1回400円、要 予
約）、エプロン、ティッシュ

参
考
作
品

申込締切日10/5㈬
※振込制

風景・静物画 入門美術

好きな画材で風景・静物を！ 里山や近
所の風景をスケッチした絵を持参して
アドバイスを受けるのもいいですね。
■講 植木善三郎（三軌会会員）　■日 第1・3

（金）午後1時～3時。10/7～12/16（全6
回）　■受 12360円　■持 初回はスケッチ
ブック（F6号）、水彩絵の具または色鉛
筆（24色）、描きたい風景の写真や静物 参考作品

墨彩画美術

墨と顔彩の組み合わせで描く絵画。　
■講 古代恵子　■日 第2・4・5（火）午後3時
30分～5時30分。10/11～12/13（全6回）
■受 13800円　 別 初めての方は用紙代
350円　■持 顔彩、彩色筆（大・小各1本）、
面相筆（中１本）、鉛筆、筆洗、絵皿、スケ
ッチブック（A4以上）、墨汁、練り消しゴ
ム、ブドウ1房 参考作品

墨の濃淡一つで世界を表現する墨絵。その基本的な〝墨絵〟
と、より手軽に楽しむことができる〝筆ペンで描く墨絵〟か
ら、お好きな方をどうぞ。いずれも線の描き方など基本から
応用のテクニック、自由作品の描き方まで指導。
■講 上村京子
■日 下記参照
■受 ①②12000円　別 材料費①②400円　※②のみ初めての
方は筆ペンセット代1080円も別途要
■持 ①古タオル、墨絵用の筆、書道用具
一式②ティッシュペーパー、スケッチ
ブック（A4くらい）

〝墨絵〟と〝筆ペンで描く墨絵〟美術

①墨絵 第1・3（月）午後1時～3時。
10/3～12/19（全6回）

②
筆ペン
で描く
墨絵

第1・3（金）午後1時～3時。
10/7～12/16（全6回）

生徒作品

墨と顔彩を使って季節の風景、花、果物などをちょっと今風
の絵柄で描いてみましょう。筆の使い方など基礎から指導。
毎回数点のお手本があるので初めての方でも楽しく絵を描
くことができますね。
■講 小倉翠玲（新俳画・茜の会主宰）
■日 下記参照
■受 ①12950円②9250円　別 初めての方は材料費①3470円
②2650円　※後日道具代要。初回に講師より説明有
■持 初回は古タオル※2回目以降は筆など

俳画とすみ絵～四季折々を～美術

①
日曜
コース

第1・3・5、午前10時～正午。
10/2～12/18（全7回）

②
金曜
コース

第2・4、午後3時20分～5時
20分。10/14～12/9（全5回）

参
考
作
品

洋画って難しそう！と思っている方にオススメ！ 季節の
花や食材、人形などのモチーフを囲み、和気あいあいとした
雰囲気の中で楽しく描いてください。1クールで2枚の絵を
仕上げるのが目安です。デッサンの基本も学べますよ。
■講 古野恵美子
■日 下記参照
■受 ①②13000円　 別 材料費①②1500円（モチーフ代な
ど）　■持 初回はスケッチブック（F8号・45㌢×38㌢くらい）、
練り消しゴム、鉛筆（B・2B・3B各1本）

洋画～アクリル絵の具で油絵風～美術

①
水曜
コース

第2・4・5、午後1時～3時。
10/12～12/14（全5回）
※11/23除く

②
土曜
コース

第2・4、午後1時～3時。
10/8～12/10（全5回）

参
考
作
品

ウクレレ～気軽に楽しく！～音楽

ハワイアンやヒット曲、スタンダードな曲まで多数の練習
曲を用意。継続すれば伴奏だけではなく、ソロも弾けるよう
になりますよ。※ウクレレを触るのが初めての方は、初回
のみ20分前にお越しください
■講 荒木崇昭
■日 第3（土）午後1時～2時30分。10/15～12/17（全3回）
■受 7710円　別 初めての方は教材費550円　■持 ウクレレ（1
クールのみ無料レンタル可・要予約）、筆記用具

オカリナ～入門クラス～音楽

初心者や楽譜の読めない方から経験者まで対応可。※事前
有料体験（9/16）をオススメします。オカリナを触るのが初
めての方は、初回のみ20分前にお越しください
■講 裏田舞　■日 第1・3（金）午前10時～11時。10/7～12/16（全
6回）※午前11時10分からの初級クラスもあり　■受 10800
円　別 教材費500円　■持 筆記用具、F管のオカリナ（販売可・
9720円、レンタルもあり。いずれも要予約）※オカリナを購
入希望の方は9/23㈮までにお申し込みください　※振込制

思い出のアメリカン・ポップス音楽

青春の思い出〝アメリカン・ポップス〟を歌いましょう。なつ
かしの曲を歌いながら、歌唱力・英語力UP ！　カラオケで
上手に歌ったり、宴会で披露できるよ
うになると楽しいですね。
■講 浜田のぶよ（ピアニスト＆シンガー）
■日 第2・4（木）午後1時30分～3時。10/13
～12/22（ 全6回 ）　 ■受 12960円　 別 教
材費900円　■持 筆記用具

クラシック音楽入門～どこかで聴いたクラシック～音楽

この講座では、CMやドラマなどで使用された有名な曲を、
小ネタや電子ピアノによる生演奏を交えつつ楽しく紹介。
今回は「リストとショパン」「声楽と弦
楽器」「ベートーヴェン」の予定です。
■講 西川裕子　■日 第1（水）午後1時～2時
30分。10/5～12/7（全3回）　■受 6480円
別 教材費900円　■持 筆記用具
◆申込締切日　10/1㈯

楽しい二胡音楽

たった二本の弦で美しい音色を奏でる中国の民族楽器、二
胡。はじめての方や、楽譜が読めない方でも大丈夫。楽器の
構え方からはじめ、少しずつ無理なく学べるように指導し
ます。※午後5時からの経験者クラスもあります
■講 尾辻優衣子
■日 第1・3（木）午後6時15分～7時15分。10/6～12/15（全5回）
※11/3除く　■受 13500円　別 教材費500円　■持 筆記用具、
あれば二胡（1クールのみレンタル可・3000円、要予約）

楽しくボイストレーニング～入門～音楽

正しい発声方法の基礎から習い、童謡・唱歌・ポピュラー・世
界の民謡などいろいろなジャンルの歌を楽しく練習しまし
ょう。声帯のコントロールを練習し、感動を生み出す歌唱力
を身につけませんか。※午後1時30分～3時の経験者コー
スもあります
■講 中村まさみ（コンサートグループ・Amabile代表）
■日 第1・3（木）午後3時15分～4時30分。10/6～12/15（全5回）
※11/3除く　■受 11300円　別 教材費1700円　■持 筆記用具

ハーモニカ～クロマチック･複音～音楽

複音、クロマチックともに音楽経験がなくてもOK。必ず事
前見学（9/2・16）後、申し込みを。
■講 山森ふさ子
■日 第1・3（金）①複音＝午後1時35分～2時35分②クロマチ
ック入門＝午後3時50分～4時50分。10/7～12/16（全6回）
■受 ①②12660円　別 初めての方はテキスト代①2000円②
4500円　■持 ハーモニカ（クロマチックは講師指定のものに
限ります）　◆申込締切日　9/16㈮

マンツーマン式！ 弾き語りギター教室音楽

この講座は、グループレッスンでありながらマンツーマン
式という、通常のレッスンとは異なったシステムです。練習
曲は講師のオリジナルテキスト「童謡からポップス・演歌・
クラシック音楽まで約800曲」の中から選んでください。
■講 神田徹（神田ギター教室代表）
■日 第2・4・5（日）午後3時20分～4時50分。10/9～12/25（全7
回）　■受 14420円
■持 筆記用具、ギター（1クールのみ無料レンタル可・要予約）

指番号を見て弾くという独自の方法を教わり、クラシック
の名曲や懐かしい日本の曲などを弾きましょう。音譜が読
めなくても、ピアノの経験がなくても大丈夫。指先を動かす
ことで脳の活性化にもなりますね。※1対1の個人レッスン
ではありません
■講 ①青木喜江②東まゆみ（いずれもらくらくピアノ®認定
講師）
■日 下記参照
■受 ①②12960円
■持「らくらくピアノ®」のテキスト（購
入可・1512円、要予約）、筆記用具、あれ
ばキーボード

中高年から始める〝らくらくピアノ®〟音楽

①
日曜
コース

第2・4、午後1時～2時30分。	
10/9～12/25（全6回）

②
月曜
コース

第1・3、午後3時～4時30分。	
10/3～12/19（全6回）

茶道 裏千家～立礼式も学べます～茶道

まずお盆（略盆）点前から始めます。初めての方は、基本の割
りげいこ（部分げいこ）から始めましょう。畳に座る作法の
他、椅子に座ってお茶を頂く〝立礼式〟でも練習できます。
■講 近田宗菊（裏千家流準教授）
■日 第1・3（木）午後3時20分～5時20分または午後6時～8時。
10/6～12/15（全5回）※11/3除く
■受 8250円　別 菓子代など5000円　■持 初回はあれば懐紙、
ようじ　◆申込締切日　9/26㈪　※振込制

池坊生け花華道

この講座では趣味でお花を習うコースと免状を取得できる
コース（別途料金要）があります。また隔週コースもありま
す。いずれも詳細はお問い合わせください
■講 廣瀬優子（華道教授）　■日 毎週（火）①午後3時30分～4時
30分 ② 午 後5時30分 ～6時30分 ③ 午 後7時 ～8時。10/4～
12/20（全12回）　■受 ①②③19800円（趣味コース）　別 花材
費①②③14400円　■持 花ばさみ、持ち帰り用花袋、タオ
ル　◆申込締切日　9/24㈯　※振込制

季節に合わせたお花で寄せ植えを作りましょう。初回は〝ハ
ロウィンの寄せ植え〟。2回目はチューリップの球根を植え、
3回目は室内に飾れるエアープランツです。
■講 大菅誠司（元桂高校教師）
■日 第2・4（木）午前10時～正午。10/13～11/10（全3回）※1
日のみ参加希望の場合は応相談　■受 5700円
別 初回材料費1000円　■持 スコップ、エプロン、作業用ゴム
手袋、持ち帰り用ビニール袋　◆申込締切日　10/3㈪

ガーデニング趣味
教養

嵯峨御流〝初級～上級〟華道

自然の趣を大切にする嵯峨御流。
■講 近田みち甫（嵯峨御流正教授）
■日 第2・4（金）午後3時20分～5時10分ま
た は 午 後6時30分 ～8時20分。10/14～
12/9（全5回）※いずれも途中入退室可。
ただし最低30分以上は受講を
■受 8250円　別 花材費6000円
■持 花ばさみ、持ち帰り用花袋、タオル　

申
込
締
切
日
10
／
4
㈫
　

※
振
込
制
　参
考
作
品

かんたん上達筆ペン書道

講師オリジナルの昇級システムで楷書やペン字などを学
び、とっさのときにも安心して書けるように練習を。
■講 髙橋琦泉
■日 第1・3・5（ 月 ）午 後1時 ～2時30分。
10/3～12/19（全7回）　■受 15400円
別 教材費2100円　■持 手持ちの筆ペン1
本、カラー筆ペン3本（若草、あかね、黄）
※いずれも購入可、要予約

大人の美文字書道

日常生活の中で、より美しい字が書けるようになることを
目指します。〝くせ字〟も見直してみませんか。
■講 新見知ふみほか
■日 第1・3（金）午前10時～正午。10/7～
12/16（全6回）
■受 12960円　別 教材費420円
■持 書道用具一式（筆・筆ペンの方は半 
紙、ボールペン・鉛筆の方は便せん）

書道～漢字・かな～書道

この講座では筆の持ち方から教えてもらえるので、書道の
基礎から身につけたい方に最適な講座です。希望者は段級
取得（別途料金要）も可能。
■講 折立桂園（書道研究温知会理事）　■日 ①第1・2・4（日）午前
10時～正午。10/9～12/25（全6回）※11/6、12/11除く②各

（水）午後6時20分～8時20分。10/12・26、11/9・30、12/14・
21（全6回）　■受 ①②12960円　別 教材費①②660円　■持 太
筆、細筆（購入可）、墨汁、練習用半紙（20枚くらい）、古タオル

実用習字〝ペン・筆ペン・筆〟書道

主にペン（万年筆・ボールペン・鉛筆）や筆ペンを使って、日
常の暮らしに役立つように練習しましょう。
■講 ①小椋成美②河村恵子（いずれも日本習字）　■日 ①第2・
4・5（月）午前10時～正午または午後1時～3時。10/24～
12/12（全5回）②第2・4（木）午後3時20分～5時20分または
午後6時15分～8時15分。10/13～12/22（全6回）
■受 ①10800円②12960円　別 教材費①250円②300円
■持 書道用具一式

カリグラフィー～西洋のお習字～書道

カリグラフィーとは、専用のペンを使って美しいアルファ
ベットを書く技術のこと。ヨーロッパでは、お店の看板や表
札など、街のいたるところで目にすることができます。バー
スデーカードや招待状の作製にも役立ちそうですね。
■講 ①籔本准子②生玉絹子
■日 下記参照
■受 ①12960円②10800円
別 ①②初めての方は初回教材費5340円
■持 ティッシュペーパー、筆記用具
◆申込締切日　①10/1㈯②10/5㈬

①
火曜
コース

第1・3、午後6時15分～8時
10分。10/4～12/20
（全6回）

②
水曜
コース

第2・4・5、午前10時～正午。
10/12～12/14（全5回）
※11/23除く イメージ

書道、俳画…いろいろな作品を一層引き立てる印を自分で
彫ってみませんか？　また手紙やはがきに自分の姓名印を
押してもおしゃれですね。初めての方は簡単な作品から始
めましょう。名前の1文字をひらがなで彫っても、かわいら
しく愛きょうのある作品ができますよ。まずは気軽に参加
してください。
■講 前川五風（日展・謙愼書道会評議員）　■日 下記参照
■受 ①8500円②10200円　別 教材費①②1800円（石代込み）
■持 鉛筆、消しゴム、ティッシュペーパー、古布、お手ふきま
たはハンカチ
◆申込締切日　①9/28㈬②10/8㈯

篆刻（てんこく）書道

①
日曜
コース

第1・3、午前10時～正午。
10/2～12/18（全5回）
※12/4除く

②
木曜
コース

第2・4、午後1時～3時。
10/13～12/22（全6回）

楽しい書道書道

主に隷書（れいしょ）が基本。隷書は〝作
品〟に仕上げると趣のある字が書けて、
楽しめる書道です。まずは基本の筆遣
いから始めて、いろいろな〝作品〟を！
■講 大菅誠司　■日 第1・3（金）午後3時20
分～5時20分。10/7～12/16（全6回）
■受 13500円　別 教材費2400円
■持 書道用具一式、古タオル 参考作品

筆ペン＆ペン字教室書道

まずは筆ペンとペンの両方の上達を目指し、同時進行で練
習。バランス良く、キレイに書くコツを学びましょう。
■講 竹川無疆（暁書法学院）
■日 第1・3（木）午前10時～正午。10/6～
12/15（全5回）※11/3除く
■受 11000円
別 初めての方は教材費900円
■持 筆ペン（毛筆タイプ）、ボールペン

フランス語～「入門」「基礎」～語学

「入門」では、つづり字の発音をマスターし、簡単な会話表現
や文法も学びます。「基礎」は、過去に学習経験がある方を対
象に、聞き取りから作文まで、総合的な習得を目指します。
※事前見学（基礎＝9/6・20、入門＝9/13・27）可、要予約
■講 川本真也　■日 ①基礎＝第1・3（火）午後6時30分～8時。
10/4～12/20（全6回）②入門＝第2・4・5（火）午後6時30分～
8時。10/11～12/13（全6回）　■受 ①②12960円　別 教材費
①②300円　■持 筆記用具

お洒落クローゼット趣味
教養

この講座では、50～70代の方を対象に、手持ちの洋服を見
直し、〝着こなし上手〟になるためのポイントを伝授。
■講 ニヴォン里宇子（カラー＆イメージ
コンサルタント）
■日 第2（水）午前10時30分～正午。10/12
～12/14（全3回）　■受 6600円　別 教材
費300円　■持 初回は筆記用具
◆申込締切日　10/7㈮

〈内容〉※予定
10月：バランスの良
いコーディネート　
１１月：ワードローブ
分析　１２月：タン
スの肥やし相談

旬を味わう趣味
教養

美味しい野菜を味わって、四季の移ろいを感じ、〝旬〟を楽し
みませんか。野菜の生産者であり、漢方養生指導士で"もあ
る講師が、旬の野菜の選び方や調理法、保存法などを紹介。
市場に出回らない珍しい野菜などの〝香り〟や〝食感〟に出会
えます。日常の食生活がより豊かになりますね
■講 木村理恵（ハーブで育てるこだわり野菜green主宰）
■日 第2（土）午後1時～2時30分。10/8～12/10（全3回）
■受 6480円　別 教材費1200円　■持 筆記用具

女性のためのお灸趣味
教養

この講座では、お灸の使い方やツボの話、お灸にまつわる知
識などをわかりやすく指導。また、東洋医学のマメ知識も聞
けますので、体質改善や冷え対策でお
悩みの方も一度参加してみませんか。
■講 中森万美子（鍼灸師）　■日 第2（金）午
前10時～11時。10/14～12/9（全3回）
■受 4800円　別 材料費1500円
■持 ライター　◆申込締切日　10/9㈰

英語でおもてなし in 京都語学

京都の有名観光地や日本文化を紹介する際に役立つ、便利
な表現をレクチャー。挨拶や道案内はもちろん、交通機関の
利用方法や観光名所の紹介方法もレッスン。※中学卒業レ
ベル対象。まずは無料説明会（9/5）へどうぞ
■講 石田豊人（英語通訳案内士）
■日 第1・3（ 月 ）午 後3時20分 ～4時50分。10/3～12/19（ 全6
回）　■受 13200円　別 教材費660円　■持 筆記用具、あれば辞
書か電子辞書

英会話を始めよう語学

会話表現を中心に、語彙（ごい）、文法、発音を幅広く学びま
す。自己紹介や挨拶はもちろん、道案内など役立つフレーズ
も取り入れて進めていきます。生活の中で使える英会話を
楽しく学びましょう。※中学1年生レベルの文法を用いた
レッスンです。まずは無料説明会（9/26）へどうぞ
■講 石田豊人（英語通訳案内士）　■日 第2・4・5（月）午後3時20
分～4時50分。10/24～12/26（全6回）　■受 13200円　 別 教
材費660円　■持 筆記用具、あれば辞書か電子辞書

「美は学美（まなび）」がコンセプトの講師による講座を開
講！　①では、実際にカラードレープを使用し、あなたに合
うカラーを割り出します。メイクやヘアカラー、洋服に取り
入れる色は、印象を左右する重要なポイントに。②は、若々
しく輝いてみえるメイクテクニックを伝授！　内容は「ハ
リのあるお肌に導く方法」「アイシャドウ、チーク、リップの
色の選び方と若々しく見えるテクニック」「マイナス5歳顔
を目指すテクニックと総まとめ」です。 
■講 奥田浩子（美容家、OHBL BEAUTY ACADEMY代表）ほ
か　■日 下記参照　■受 ①3240円②9720円　別 ①希望者のみ
カラー手帳購入可（別途4320円要）　■持
①②普段使用のスキンケア用品・化粧品、
ハンドタオル、ヘアバンド、筆記用具

パーソナルカラー診断・メイクレッスン趣味
教養

①パーソ
ナルカラ
ー診断

10/14（金）午前10時～正午

②メイク
レッスン

第2・4（金）午前10時～正午。
10/28～11/25（全3回） 申込締切日①10/9

㈰②10/24㈪

もっと楽しく！　旅講座趣味
教養

一般的な観光名所の紹介だけではなく、その土地の歴史や
グルメ・文化を考えてみませんか。見聞を広めるため、一味
違った旅講座に参加してみては。
■講 国定量郎（元国内外添乗員）
■日 ①第1（土）午後1時～2時30分。10/1
～12/3（全3回）②第1（水）午前10時～
11時30分。10/5～12/7（全3回）
■受 6000円　■持 筆記用具

10月：オランダの歴
史と絵画
１１月：安らぎのタイ
ランド
１2月：沖縄の自然
と歴史

たのしい英会話語学

ネーティブ講師のきれいな発音で自然に聞き取れる、伝わ
る発音を目指します。日常英会話を気軽に明るく楽しくお
話ししましょう。※中学生レベルの簡
単な日常会話ができる方。
■講 シ ャ ー リ ー・ジ ェ イ ド　 ■日 第1・3

（ 金 ）午 前10時 ～11時20分。10/7～
12/16（全6回）  ■受 13800円　別 教材費
600円　■持 筆記用具、辞書（電子辞書）

とっておき大人の京都学趣味
教養

京都が誇る遺産を、毎月1つのテーマごとに解説。各テーマ
の誕生や発展に関わる歴史的な背景やそれぞれの鑑賞ポイ
ント、特筆すべき歴史上の人物なども紹介。10月は「東寺・
密教美術」、11月は「大原・三千院」、12月は「千本釈迦堂・大
根焚き」がテーマです。
■講 若村亮（京都学講師）
■日 第3（木）午後1時～3時。10/20～12/15（全3回）
■受 7800円　別 教材費150円　■持 筆記用具

もっと知りたいヨーロッパ趣味
教養

この講座では各国ごとの歴史、世界遺産、音楽、絵画などを
分かりやすく楽しく解説。10月はクロアチア、11月はスペ
イン、12月はフランスを取り上げます。
■講 冨田勲（カレッジ芦屋代表）
■日 第3（水）午前10時～11時40分。10/19
～12/21（全3回）　■受 6600円
別 初めての方はテキスト代930円
■持 筆記用具

アロマ＆ハーブ趣味
教養

アロマを中心に、ハーブや漢方の理論を取り入れ、自然のチ
カラを健康や美容に生かすための知識を紹介します。香り
の働きや季節に合わせた使い方を学べるほか、ナチュラル
な素材を使ったグッズ製作もあり。
■講 木村理恵（AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー）
■日 第1・3（水）午後6時30分～8時。10/5～12/7（全5回） ※土
曜コースも有　■受 10000円　別 材料費5000円
■持 筆記用具　◆申込締切日　9/28㈬

漢方でセルフケア～心と身体に取り入れて～趣味
教養

ちょっとしたケアで自分の体をいたわることのできる漢方
を、生活の中に取り入れてみませんか。10月は「季節と漢
方」、11月は「ライフステージごとの養生法」、12月は「漢方
生活の基本、未病対策」です。健康な毎日を過ごせるよう、漢
方生活のコツをお伝えします。
■講 木村理恵（漢方養生指導士）
■日 各（ 水 ）午 後6時30分 ～8時。10/26、11/30、12/21（ 全3
回）　■受 6300円　別 材料費300円　■持 筆記用具

整理収納セミナー趣味
教養

片づけが苦手な方を対象に、家庭ですぐに実践できるプロ
のコツを伝授！　今回は「玄関とリビング収納の基本」「押
入れの使い方」「キッチン収納の基本」
がテーマです。
■講 吉川裕子（整理収納アドバイザー）
■日 各（ 月 ）午 前10時 ～ 正 午。10/17、
11/14、12/12（全3回）
■受 6180円　■持 筆記用具、ノート

初めての四柱推命趣味
教養

古代中国の陰陽道（おんみょうどう）は今でも生活に多く取
り入れられています。この講座では運命・宿命の解読法を。
■講 南尋公（運命学研究家）
■日 第1・3（土）午前10時～正午。10/1～
12/17（全6回）※午後1時から経験者コ
ースあり
■受 13260円　■持 筆記用具、四柱推命の
本（申込時に説明します）

短歌～現代短歌がおもしろい～趣味
教養

まずは現代作家の作品を鑑賞、そして実際に短歌をつくり
ます。五七五七七の音数以外なんの制限もありません。
■講 河野美砂子（第41回角川短歌賞受賞・

「塔」短歌会所属）　■日 各（日）午後1時～
3時30分。10/23、12/25（全2回）
■受 4120円　別 教材費200円
■持 筆記用具　※初回は好きな短歌を2
首（申込時に説明します）

俳句入門趣味
教養

俳句はたった17文字ですが、どんなことでも表現できます。
俳句の基本を学び、「あなたの俳句」をつくってみませんか。
これから何か趣味を持ちたいと思っている方、俳句は難し
そうと思っている方、気軽にどうぞ。
■講 川嶋桃子（社団法人俳人協会所属）
■日 第1・3（木）午後1時～3時または午後3時20分～5時20分。
10/6～12/15（全5回）※11/3除く
■受 8250円　■持 筆記用具、あれば歳時記

みんなで俳句趣味
教養

四季折々の風景や自分の思いを、俳句で表現してみません
か。いろいろな決まりを少しずつ覚えながら、感性を豊かに
していきましょう。まったく初めてと
いう方も気軽に参加してください。
■講 小西雅子（船団の会）　■日 第2・4（金）
午前10時～11時30分。10/14～12/9（全
5回）　■受 8500円　別 教材費150円
■持 筆記用具、あれば歳時記

句会で学ぶ楽しい俳句趣味
教養

句会をしながら、俳句の作り方や豊かな季語を知ることで、
暮らしの中の言葉の世界を広げましょう。現代俳句の鑑賞
もします。性別・年齢は問いません。今までに一度も俳句を
詠んだことがない方も、気軽にどうぞ。
■講 火箱ひろ（俳人協会会員、船団の会会員、瓔の会代表）
■日 第2・4・5（月）午後1時～3時。10/24～12/26（全6回）
■受 10800円　別 教材費150円
■持 筆記用具、ノート、俳句（3句）、あれば歳時記

はじめての手話会話趣味
教養

手話は正式な言語として世界で広く認められています。こ
の講座では初めて手話を学ぶ方を対象に、実際に手を動か
す実践的な講義を行い、日常会話ができるようになること
を目指します。※事前見学（9/15・29）をオススメします
■講 青山好一（手話通訳士）
■日 第1・3（木）午後6時30分～8時。10/6～12/15（全5回）　※
11/3除く　■受 10500円
■持 筆記用具、あれば手話の辞書

はじめてのヘアカット～美容師に学ぶ～趣味
教養

家でできる簡単ヘアカット術を指導。はさみの持ち方から
基本的なカットの仕方、量の減らし方などを、1人1つのウイ
ッグを使って体験！　※美容師育成講座ではありません
■講 中村隆明ほか（CH北山ヘアカット研修会）
■日 第1（土）午前10時～正午。10/1～12/3（全3回）
■受 6000円
別 ウイッグ代3250円
■持 カット用具（初回無料貸し出し可。販売も有）

マジック～人気者になろう～趣味
教養

忘年会や2次会、パーティーなどで、みんなを驚かすマジッ
クを習いましょう。どのようなものをするかは当日のお楽
しみ！ みんなの人気者になれますね。
■講 横木ジョージ（吉本興業所属）、西村
浩一　■日 第2・4・5（火）午後6時15分～8
時。10/11～12/13（全6回）
■受 14190円　別 マジック用具ごとに材
料費　■持 初回はハンカチ

朗読セミナー～もう一人の貴女を発見！～趣味
教養

まず最初は発声・発音の基本を勉強し、その後、童話・エッセ
ー・短編小説などを朗読します。新しいあなたを発見。
■講 藤谷昭子、亀岡元子ほか講師陣（元
KBS京都アナウンサー）　■日 第2・4・5

（火）午前10時20分～正午または午後3
時20分～5時。10/11～12/13（全6回）
■受 14220円　別 初めての方は初回教材
費1030円　■持 筆記用具

はじめての朗読～童話・絵本・小説・エッセー～趣味
教養

発音・発声・アクセント・イントネーションなど基礎的なこ
とから学びましょう。｢童話｣｢昔話｣｢小説｣｢エッセー ｣な
どいろいろなジャンルから選びます。
■講 辻ひろ子（元KBS京都アナウンサー）
■日 第1・3（ 水 ）午 後2時45分 ～4時15分。
10/5～12/21（全6回）※午後1時からは経
験者コース有　■受 10500円　別 教材費
2260円　■持 筆記用具

初級Ⅰコースは、簡単な単語や日常会話ができるように指
導します。※母音・子音・パッチムが理解できる方対象。中
級Ⅰコースは、教室内では主にハングルを使っての授業で
す。ますます充実した会話ができるようになりますね。※
ハングル検定3級程度の方を対象。日本語が堪能なネーティ
ブ講師によるレッスンで、正しい発音をマスター！　今ま
で独学で学んできたけど、もう一度基礎からやり直したい
方は初級コースを。もっと会話を充実したい方は中級コー
スがおススメです。※事前見学（中級Ⅰ＝9/12・26　初級
Ⅰ＝9/6・20）をオススメします。
■講 ユ・ジナ（元・現地ホテルコンシェルジュ）　■日 下記参
照　■受 ①18900円②12600円　別 教材費①②350円　■持 筆
記用具、ノート、指定のテキスト（申込時に説明）

韓国語会話～初級Ⅰ・中級Ⅰ～語学

①
中級Ⅰ

毎週（月）午前10時～11時15分。
10/17～12/19（全9回）
※12/5除く

②
初級Ⅰ

第1・3・5（火）午前11時15分～午後0
時30分。10/4～12/20（全6回）
※12/6除く

韓国ドラマOSTで学ぶ使える韓国語語学

パッチム、リエゾンなどの発音や文法も、メロディーにのせ
て覚えれば簡単！　韓国ドラマのOST（オリジナルサウン
ドトラック）の歌詞を使って日常に使えるフレーズを学び
ませんか？　※少しでもハングルが読める方対象です　※
事前有料体験（9/21・1000円）が必要です
■講 全勝美（チョン・スンミ）
■日 第3（水）午後1時～2時15分。10/19～12/21（全3回）
■受 6300円　■持 筆記用具

楽しんでハングル語学

〝読む・聞く・話す・書く〟といったことを繰り返し練習しな
がら、ハングルを身近なものとして、楽しみながら学びまし
ょう。少し理解できるとドラマを見る時、また旅先での楽し
みも増えますね。※事前有料体験（9/8・29、1000円）をオス
スメします
■講 チン・ミジャ　■日 第2・4（木）午後1時30分～3時。10/13～
12/22（全6回）　■受 12600円　別 教材費600円
■持 筆記用具、ノート、指定のテキスト（申込時に説明）

漢字で学ぶハングル語学

この講座は従来の「会話」や「文法」からの指導とは異なるの
が特徴です。日本語になじみ深い「漢字」を通してハングル
を学びましょう。今回は〝干字文〟の中から選んだ文字を勉
強しましょう。※少しでもハングルが読める方対象。事前
有料体験（9/1・1000円）をオススメします
■講 チン・ミジャ
■日 各（木）午前10時50分～午後0時10分。10/6、12/1（全2
回）　■受 3800円　別 教材費200円　■持 筆記用具、ノート

各自のレベルに合わせて、ハングルを学んでみませんか。
※いずれも事前有料体験（各1回1000円）が必要です
■講 全勝美（チョン・スンミ）
■日 下記参照　■受 ①②③④14700円
■持 ①③④は指定のテキスト（申込時に説明）、筆記用具、ノ
ート

チョン先生のハングル講座語学

①会話入門Ⅰ
第1・3・5（水）、午前11時30分～午後0時45
分。10/5～12/21（全7回）
※事前有料体験（9/7・21）

②韓国語能力試験
対策と会話入門Ⅰ

第2・3・4・5（土）、午前11時30分～午後0時
45分。10/8～12/17（全7回）※10/15、
11/19除く　※事前有料体験（9/10・24）

③会話入門Ⅰ
第2・3・4・5（土）、午後1時～2時15分。10/8
～12/17（全7回）※10/15、11/19除く
※事前有料体験（9/10・24）

④文法と会話入門
Ⅰ

第2・3・4・5（土）、午後2時30分～3時45分。
10/8～12/17（全7回）※10/15、11/19除
く　※事前有料体験（9/10・24）

大人のためのぬり絵美術

陰影をつけたり、色を塗り重ねたり、ぬり方のコツを聞い
て、自分らしいオリジナルの絵にしましょう。
■講 中西栄子
■日 第2（ 火 ）午 後1時30分 ～3時30分。
10/11～12/13（全3回）
■受 6180円　■持 市販のぬり絵本、色鉛筆

（24色以上）、消しゴム　※水彩絵の具
を使用の場合は、絵の具セット

百人一首の歌と生涯趣味
教養

百人一首には、飛鳥時代から鎌倉時代までの優れた歌人百
人の歌がおさめられています。歌人の生涯とその時代を知
ることで、歌の意味がより深く理解できるようになります
よ。今回は18番の藤原敏行から23番の大江千里までをじっ
くり解説します。
■講 林和清（現代歌人協会会員）
■日 第3（ 金 ）午 後3時15分 ～4時45分。10/21～2017年3/17

（全6回）　■受 12600円　別 教材費600円　■持 筆記用具

好感のもたれる話し方～ビジネスマナー編～趣味
教養

まずは発声・発音の基本を練習。職場や地域で司会役をする
時や、就職活動の面接でも役立つ内容です。
■講 藤谷昭子、亀岡元子（元KBS京都アナ
ウンサー）
■日 第2・4・5（ 火 ）午 後1時30分 ～3時。
10/11～12/13（全6回）
■受 12600円　別 教材費1030円
■持 筆記用具

デコ巻き寿司～巻いて楽しい、食べておいしい～趣味
教養

ハロウィンにちなんで「フランケンシ
ュタイン」を。 ※教室内で実食はなし
■講 内田弓美子（デコ寿司マイスター）
■日 第3（ 土 ）午 後1時30分 ～3時30分。
10/15～12/17（全3回）　■受 6150円
別 食材費7140円　■持 エプロン、ふき
ん、ラップ、包丁、持ち帰り用のふた付
き容器、保冷剤、三角巾

参考作品 申込締切日
10/5㈬　※振込制

木曜コースは、三国時代に伝わる悲しい恋やロマンスとそ
の時代背景などに関連する話を取り上げます。ドラマは「朱
蒙」「薯童謡」「善徳女王」で描かれましたね。月・日曜コース
では、王子、王女にまつわる出来事にせまります。ドラマ「華
政」「王女の男」「王の顔」などで、「世子」「大君」「公女」「翁女」
などの名称がでてきます。彼、彼女たちは、その立場で何を
したか？　何ができたか？
■講 那羅々（ナララ）　■日 下記参照　※1日のみ参加希望の
場合は応相談　■受 ①②5100円③3400円　別 教材費①②
300円③200円　■持 筆記用具

朝鮮・韓国歴史　よもやま話～三国時代のロマンス・王子と王女～趣味
教養

①月曜
コース

各、午後1時15分～2時45分
10/24、11/14、12/12（全3
回）

②日曜
コース

各、午前11時～午後0時30分
10/23、11/27、12/25（全3
回）

③木曜
コース

各、午後1時15分～2時45分
10/6、12/1（全2回）

ボディジュエリー～新感覚アート～趣味
教養

きらめくジュエリーのようなアートを
肌に施してみませんか。まずは美しい

「ステンドグラス風アート」を。好きな
色を選びます。※描いたものは約1週
間、キープできます。
■講 森京子　■日 第2（火）午後7時～8時15
分。10/11～12/13（全3回）　■受 6200円
別 材料費1500円　■持 筆記用具

参
考
作
品
　※
女
性
限
定

ネイルアート～フェミニンネイル～趣味
教養

まずはほんのりと柔らかい色合いのネ
イルを。バラの模様を描きます。
■講 森京子（日本ネイリスト協会会員）
■日 第3（日）午前10時～正午。10/16～
12/18（全3回）
■受 6700円　別 材料費1200円（ネイルチ
ップ希望の方は購入可・要予約）
■持 淡色のマニキュア1本 参考作品

折り紙～指先を動かそう～趣味
教養

頭と指先を使うことで、脳の活性化に
役立ちそうですね。今回は〝ニワトリ〟

〝小鉢〟〝はばたく鳩〟などに挑戦！　※
鶴を折る事ができる方対象
■講 杉村卓二　■日 各（火）午後1時～2時
30分。10/25、11/22、12/20（全3回）
■受 4680円　別 材料費1260円
■持 はさみ、のり、筆記用具 参考作品

西洋占星術～イチからスタート！～趣味
教養

占星術の基本をイチから学んで、星からのメッセージを日
常に役立ててみませんか？　西洋占星術の基礎から運勢判
断、個人鑑定まで学べます。
■講 エミリィ・グレース怜奈
■日 第1・3（ 金 ）午 前10時30分 ～11時30
分。10/7～12/16（全6回）
■受 10800円　別 教材費1200円
■持 筆記用具　◆申込締切日　10/3㈪

歴史がわかる戦国武将列伝趣味
教養

戦国時代の武将たちには、現代人の生き方にも指針をあた
えてくれる魅力がいっぱい。この講座では、よりすぐりの戦
国武将を毎回1人ずつ取り上げ、その生涯を詳しく解説。豊
富な画像を使用するので、より理解が深まりそう。歴史の好
きな方はもちろん、そうではない方も楽しめますね。
■講 林和清（歌人）、山村純也（らくたび代表）　■日 第1（金）午
後3時～4時30分。10/7～2017年3/3（全6回）　■受 12960円
別 教材費300円　■持 筆記用具　◆申込締切日　10/3㈪

ポピュラーボーカル音楽

この講座では80年代に流行した日本のポップスを歌いなが
ら、正しい姿勢や発声方法を指導。うまい・ヘタは関係なし。
気持ちよく、魅力的に歌えるようになることを目指しまし
ょう。気軽に参加してください。
■講 浜田のぶよ（ピアニスト＆シンガー）
■日 第2・4（水）午後3時30分～5時。10/12～12/14（全4回）
※11/23除く　■受 8640円　別 教材費600円
■持 筆記用具

ゴスペル音楽

英語の発音や意味の指導もあるので、英語で上手に楽しく
歌ってみたいと思っている方にオススメ！　黒人音楽特有
の発声や〝ノリ〟も身につけましょう。

〝歌う楽しさ〟を体験しませんか。
■講 浜田のぶよ（ピアニスト＆シンガー）
■日 第2・4（火）午後3時30分～5時。10/11
～12/13（全5回）　■受 10800円
別 教材費750円　■持 筆記用具

知って役立つ美容レッスン・50～70代の方向け趣味
教養

若々しく、美人顔に見えるメイクテクニックをレクチャー。
シミを隠す、リフトアップなどのテクニックのほか、年齢と
ともに変化する肌の状態も診断し、ハリ・艶感のあるメイク
法を伝授します。※販売はありません
■講 寺尾良子（ビューティーコンサルタント） ■日 ①各（火）
10/4、11/8②各（土）10/15、11/19。いずれも午後1時～3時

（全2回）　■受 ①②各4000円　■持 顔全部が映るサイズの置き
鏡、フェイスタオル、普段使用の化粧品一式

お灸で簡単セルフケア～老若男女どなたでも～趣味
教養

この講座では、鍼灸師の講師が、お灸を生活に取り入れるた
めの基礎知識を伝授。東洋医学の考え方も取り入れつつ、体
質の改善方法を指導。今回は〝食欲の秋〟ということで「胃腸
の調整」からはじめましょう。※妊娠中の方は受講不可。ひ
じ、ひざから先が出しやすい服装で参加を 
■講 角野行宏（鍼灸師）
■日 第1・3（日）午前11時～正午。10/2～12/18（全5回）※
10/16除く　■受 8000円　別 材料費2500円

カメラ～フォトカレンダー～趣味
教養

コースの最後にはフォトカレンダーを作り上げましょう。
※基礎指導はなし
■講 渡辺未知（フォトグラファー）　■日 第
2・4・5（水）午後3時20分～5時または午
後6時30分 ～8時10分。10/12～12/14

（全5回）※11/23除く　■受 11500円　別
教材費1500円　■持 筆記用具、カメラ（機
種は問いません）
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