
受講料1カ月分

小阪カルチャースクール

体操教室

体験レッスン・見学会 3月13日(土)よりスタート!!

受講料は1ヶ月支払い、まずは始めてみませんか? （一部講座を除く）

事前にお電話または直接フロントにてご予約下さい。

入会金・事務手数料 無料
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小阪カルチャースクール
小阪カルチャースクール

☎ 06-6724-0372
06-6724-0372

10:00 ～19:00（日曜10:00 ～16:00）

受付時間
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06-6724-0372 受付時間：10 時～19 時
（日曜日は16 時まで） www.kosaka-culture.com

3/19 ●金 １３：３０～体験レッスン 1,050円

普段の自分をリセット! 仕事や家事に追われ、忙
しい人もカラダを動かすことで新しい自分を発
見できます。ストレス発散、運動不足の解消に !
東方神起やBIGBANG、超新星など最先端の曲
にあわせ男性インストラクターが丁寧に指導、振
り付けを完成させていきます。完成するとイベン
トへの出演もあります !

フリースタイルダンス 新しい自分を発見！！

木曜日  15：00～16：00(K.POPクラス)
          20：10～21：10(Teensクラス)
5,7705,770円円
ＫＩＮＹＡ（K2 dance soul)

あなたはキレイに歩けていますか？本当にカッコ良く歩けてい
ますか？
普段の姿勢をチェックし、正しい姿勢・正しい歩き方を学び
ましょう。ハイヒールは女性の姿を美しく見せてくれます。
ハイヒールを履いて颯爽と街行く自分を想像してみてください。

ハイヒールで綺麗に歩くレッスン ウォーキング美人になってイメージＵＰ！

第1・3日曜日　10：00 ～11：30
5,250 円
西尾 富美西尾 富美
（ウォーキングインストラクター）

タヒチアンダンスは、美しい神秘の島タヒチに古くから伝わ
る踊りです。タヒチアンダンスの独特な腰と手の動きが魅力
です。リズミカルな早いテンポで力強くかわいらしいものか
ら、スローで情熱的なものまで。外見も、内面も女性らしさ
にあふれ、心地よいリズムに心もカラダもリフレッシュしま
しょう。

タヒチアンダンス 見る人の心を魅了する素晴らしいダンス

3/17 ●水 11：00 ～
4/2 ●金 19：00 ～

各1,050円

第1・3　水曜日　11：00 ～12：00
第1・3 金曜日　19：00 ～20：00
4,2004,200 円円
上小園 千代
（フラハラウオカレイレファ　公認インストラクター）

体験レッスン

朗読をしてみたい、朗読がすき、朗読を深めたいという方な
どどなたでも参加できます。
レッスンでは、声のトレーニング、正しく美しく言葉を話す、
作品の内容をよく理解する、聞き手を大切にするなどを学ん
でいきます。

のびやかに朗読レッスン 新しい読書の世界へ!

第 2・4 金曜日 10：00 ～11：30
　　　　 　　 13：00 ～14：30
4,200 円
星子 都美子星子 都美子
（元よみうりTVアナウンサー、関西朗読家クラブ会員）  

「ＮＯＳＳ」は日本舞踊の「しなやかさ」と最新のデータを
駆使したスポーツ科学の「確かさ」が合体した健康増進の
運動です。二胡が奏でる穏やかな音楽を合わせゆるやかな
日本舞踊の動きを楽しみながら心を癒し、足腰を中心に体
力をつけていきます。心臓や血管にも負担をかけず、体力に
自身のない方にもお勧めの内容です。

ＮＯＳＳ　（ノス） 日本舞踊の動きをベースとした健康体操

木曜日　13：00 ～14：30
5,770 円
葛谷 万千子葛谷 万千子（NOSS 認定インストラクター）  （NOSS 認定インストラクター）  

ソロにはないやわらかい雰囲気、さまざまな音が重なり合う
ことで生まれる
ハーモニーを楽しみましょう。発声練習から音とりをしてク
ラッシック、童謡、歌謡曲など、歌詞を読み意味を考え歌
い方、表現の仕方を身につけます。

コーラス 美しいハーモニーを求めて

第1・3 水曜日　13：00 ～15：00
4,200 円
池田 路子池田 路子（関西歌劇団団員・関西歌曲研究会会員）  （関西歌劇団団員・関西歌曲研究会会員）  

文字の読み書きから、簡単な自己紹介、簡単な会話までを韓
国の有名なドラマや映画の美しいセリフ、主題歌を取り入れ
た教材を用いて、楽しくマスターしていきます。

韓国語レッスン 話して　通じて　楽しんで

第1・2・4火曜日
10：00 ～11：00（会話）
11：00 ～12：00（入門）
13：00 ～15：30の間（各30 分個人レッスン）
15：3015：30 ～16：30～16：30( 初級 )( 初級 )
7,350 円（教材費含む）
金 民樹（韓国語教室　Offi ce はな）  

洋服とお揃いの帽子や、流行の帽子、生地を少し変え
るだけでカジュアルな帽子からエレガントな帽子までい
ろいろ手作りしてみませんか?
毎月1ヶのペースで、新しい帽子を完成させます。お
出掛けするのが楽しくなります。

手作り帽子 裁縫道具と材料で、楽しく帽子作り

第1・3 木曜日　13：00 ～15：00
4,200 円 ( 教材費別途 )
菅野 ようこ菅野 ようこ　（服飾業 ノガ企画 主宰）　（服飾業 ノガ企画 主宰）

日本体調改善普及協会のプログラムをもとに、膝をトントン、
股関節をクルクル腕をブラブラ、呼吸をスーハーなど。心地よ
く動くことで筋肉の緊張を取り骨格を元々ある状態に戻し、人
間が本来持っている自然で機能的な体の動きを取り戻します。 
肌がキレイになった！姿勢がよくなった！やせた！腰痛や膝痛改
善など頑張らなくても効果絶大です。

『体調改善運動　
セルフコンディショニング』

金曜日　13：30 ～14：45
7,350 円
北井 香織北井 香織（（日本体調改善運動普及協会講師／健康運動指導士日本体調改善運動普及協会講師／健康運動指導士））

【 受 講 料 】

【 講 師 名 】

不況にあえぐ今日の経済社会、経理部以外の社
員にも財務や会計の知識が求められます。
また就職活動にも有効な知識としてその必要性
が高まっています。会計・簿記の知識のように
入門レベルから解説します。

ビジネスパーソン必須『よくわかる決算書の読み方』

第1部 15,200円  （全8回分）
第2部 14,700円第2部 14,700円  （全（全7回分）
成川 鶴雄（大阪簿記会計学協会会員 税理士）

【開講時間】
【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

リフレクソロジーとは、反射療法ともよばれ、足裏や手のひらに特定部位
(反射区 )を押せば身体の特定部位 ( 臓器や器官 )に変化がおこる現象を
活用しています。
血液やリンパの流れをスムーズにし、人間がもっている治癒能力を本来の
状態にもどすという考えをもとにして、痛みをやわらげるなど、緩和ケアや
リラクゼーション技術として注目されています。  ツボと違って反射区は面で、
1ヶ所ずつの範囲が大きいのが特徴です。

ハンドリフレクソロジー/フットリフレクソロジー

4/3・4/10　13：30 ～15：00
全 2回  7,875 円 ( 教材費込み）
原田まさこ（トータルセラピストスクール アンデコール）

【開講時間】
【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

予定のある方、これからの方、今は予定がないけどブラ
イダルに興味がある方など必見 !
結婚準備の仕方や仕組み、役立つ情報、一般常識、
ドレスとブーケの合わせ方、会場の選び方、セッティン
グなど.. 知っていると必ず役に立つはずです !

知っておきたい ブライダル講座 (全 3回 ) いまどきの結婚スタイル教えます!

第 4日曜日 13：00 ～14：30
7,7,7500 円 (3 回分 )
北口 陽子（大阪府フラワー装飾技能士会 /
フラワーコーディネートスタジオYOUKO 主宰）

【開講時間】

【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

ハングル文字の発音や構成、日常生活でよく使う表現を文
法的に説明します。
ハングルは合理的な表音文字です、子音と母音の組み合わ
せさえ理解すれば看板などもカンタンに読め、発音できるよ
うになります。

しっかり学ぶ韓国語 文法が日本語と同じなので結構カンタン!

月曜日(月3回)18：30～19：30「初級クラス」
火曜日(月3回)18：30～19：30「中級クラス」
7,350 円（教材費含む）
金 恩永金 恩永（ミック講師）

【開講時間】
【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

関西で初めての教室ができました！フェイクスイーツは現代
の女性の遊び心やファッションが結びついてできた日本発
の最新クラフトです。プレゼントにも最適です！
身近な材料でどなたにでも簡単に作ることができます。あな
たのセンスで素敵なフェイクスイーツチャームなど..作りませ
んか？

フェイクスイーツ “関西初”の教室で 人気のフェイクスイーツ作りはいかが？

第1・3 水曜日 10：00 ～12：00
4,200 円 ( 別途教材費4,200 円 /月 )
前谷 美枝子・吉田 みさ
（ワールドフラワーアカデミー）

フラフープを使い楽しくダイエット。ただウエストで回すだけ
だったフラフープをより幅広い意味で捉えたフラフープフィッ
トネスとして楽しみ方を紹介。
筋肉トレーニングや脂肪燃焼を促し、基本の回し方からダ
ンスまで楽しみながらダイエットできます。

フラフープエクササイズ テレビなどメディアでおなじみ !
フープ東京のフラフープエクササイズ。

第1.3火曜日　15：00～16：30
4,410円(フラフープレンタル料込み)
MiyukiMiyuki
(フープ東京認定フラフープエクササイズインストラクター)

【開講時間】
【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

落 語 ( 全12回 ) 落語を学んで生活に潤いを!

第1・3 木曜 19：00 ～20：30( 全12回)
4,200 円
桐畑 治
（雲水坊風之助 ：落語歴 38 年 帝塚山中学高等学校国語教諭）

江戸時代から庶民に守り育てられてきた「落語」は現代に
息づく大衆芸能です。
落語のアレコレを学んで、ユーモアに溢れた楽しい日常生活
を実現しませんか?会話技術が身に付き、人と楽しくコミュ
ニケーションとれるようになります。
落語を一席、人前で披露できるようになりましょう!

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

経理事務のベースは複式簿記原理とその結果としての決算書理解と実践です。
初歩からその内容と仕組みを学習し、ぜひ経営の実を会得してください。
簿記 3級検定対策としても有効です。

【第1部】ゼロからの経理事務入門 ( 全 8回 )

【第 2 部】決算書 3 表入門 「財務 3 表同時理解法」 ( 全7 回 )

決算書 3表 ( 損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書 )の関連性とその仕組
みを理解し経営に生かすことが重要です。個々の事例を一体的に処理しながらそれらの仕組
み、関係を基本原理から理解できるように短期集中でわかりやすく講義を
進めます。

【 開 講 日 】

【開講時間】

第1部：4/9・16、5/7・14・21・28、6/4
第 2 部：6/11・18・25、7/2・9・16・23
金曜日 19：00 ～20：45

ハンドリフレクソロジー ( 全 2回 )

手の平には、臓器に作用する反射区というエリアがあり、マッサージすることで全身トリート
メントにつながり、特に脳の活性化に効果的。
自分でする方法とお相手の方にしてあげる方法を習得できます。

フットリフレクソロジー ( 全1回 )

第 2の心臓と呼ばれる足裏のリフレクソロジーを学びませんか。血液循環、リンパの流れ
を促し、足の疲れ、むくみを解消しストレスを除去し免疫力を高めます。

【開講時間】
【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

4/17　14：00 ～16：00
全1回  7,875 円 ( 教材費込み）
原田 まさこ（トータルセラピストスクール アンデコール）

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

【開講時間】

【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

【開講時間】

【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

【開講時間】

【【 受 講 料受 講 料 】】
【 講 師 名 】

【開講時間】

【【 受 講 料受 講 料 】】
【 講 師 名 】

“ウクレレは小阪”関西で評判の人気教室！ウクレレは老
若男女を問わず、誰でも気軽に楽しめる楽器。南国の香り
が漂う音色は聞いてるだけでも癒されます。いろいろな曲を
歌いながら弾いて楽しみましょう。

ウクレレ 陽気で楽しくハワイな気分で

第1・3日曜日　11：00 ～13：00（基礎クラス）

　　　　　　　 14：00 ～16：00（一般クラス）

5,250 円
南部 純一南部 純一（（大阪ウクレレクラブ主宰大阪ウクレレクラブ主宰））

【開講時間】

【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

春のおすすめ新規講座

3/21●日 10：00 ～11：30体験レッスン 1,050円3/18 ●木 13：00 ～体験レッスン 1,050円

3/16 ●火 15:00 ～体験レッスン 1,350円

3/23 ●火 15：30 ～説明会 無料
3/15 ●月 18:30 ～説明会 無料

4/9 ●金 13：00 ～体験レッスン 1,050円

3/17 ●水 10:00 ～体験レッスン 1,200 円 ( 教材費含む ) 3/18 ●木 13:00 ～説明会 無料

3/18 ●木 19:00 ～体験レッスン 1,050円

4/2 ●金 19:00 ～無料ガイダンス

3/21●日 14：00 ～見学会 無料 3/17 ●水 13：00 ～体験レッスン 1,050円
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新クラス
新クラス

英語力UPにはネイティブの正しい発音は欠かせ
ません。文法などをおさらいしながら外国人との
意思疎通の極意をレッスンします。

日常英会話
カナダ人講師によるアットホームな教室

第 2・4日曜　10：30 ～12：00（中級）
　　　　　　13：00 ～14：30（初心）

4,2004,200 円円
ワーナー・ジャナック(ミック英語講師 )

【開講時間】

【【 受 講 料受 講 料 】】
【 講 師 名 】

3/14 ●日 13:00 ～体験レッスン 1,050円

9

大正琴は弦楽器とキーボードを合わせた楽器で、その名のとおり
大正時代に考案されました。楽譜は五線譜を数字に置き換えた数
字譜というものを使います。弾く位置がわかりやすいのが特徴です。

大正琴
楽器を始める方にやさしい

第2・4金曜日 10：00～12：00（初級）
　　　　    　 13：00～14：00（中級）
3,670円（初級）3,990（中級）
本多　琴扇修操  琴名流師範

【開講時間】

【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

3/12 ●金 13:00 ～見学会 無料

10

手相はあなたの今の状況を表し
ています。手相を学んで良い手
相に変化させましょう

山東先生の『やさしい手相占い』(全12回 )
『小阪の母』に運命運勢を楽しく学ぶ

第1・3金曜日 13：30～15：00(全12回)
4,200 円
山東 永歩山東 永歩 ( 関西推命学院 理事 )( 関西推命学院 理事 )

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

3/19 ●金 13:30 ～説明会 無料

11

コミカルな似顔絵を描いてみたいけど、どうやって描いてい
いかわからない・・という方に元警察似顔絵捜査官で、現
在プロの似顔絵師である講師が指導します！
似顔絵に絵の基礎はいりません。とにかく似ていればいい
んです！自分なりのとらえ方でユーモアたっぷりの似顔絵を
一緒に描きましょう。

似顔絵 ユーモアたっぷりの似顔絵

第1金曜日　13：00 ～15：00
7,870 円 (3ヶ月分 )
いぬづか てつやいぬづか てつや（似顔絵作家）  （似顔絵作家）  

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

3/5・4/2 ●金 13:00 ～体験レッスン 1,050円

13

新クラス

「経営に生かす会計実学とは」

      23   23

真剣に体調改善されたい方に真
剣にサポート致します。

新クラス

4月16日
スタート

4月1日
スタート

4月6日
スタート

4月6日
スタート

4月1日
スタート

4月4日
スタート

4月2日
スタート

4月5日
スタート

4月11日
スタート

4月9日
スタート

4月2日
スタート

4月23日
スタート

4月2日
スタート

4月9日
スタート

4月25日
スタート

4月1日
スタート

4月7日
スタート

4月1日
スタート

4月4日
スタート

4月7日
スタート

3/12 ●金 10:00 ～体験レッスン 1,050円

hit

hit

hit

hit※      …ボウリングスペース hit 内スタジオにてレッスン。

身振り手振りは手話の基本。まずは楽しみなが
ら『伝える』『表現する』喜びを体験しましょう。
手話の基本から日常会話まで、幅広く学べる初
心者コースです。

やさしく学べる手話講座  
周りの人に優しくなれる。

第 2・4 水曜日　10：30 ～12：00（中級）
　　　　　　　     13：30 ～15：00（初級）
4,200 円
箕嶋 雅史

【開講時間】

【 受 講 料 】
【 講 師 名 】

3/24 ●水 10:30 ～・13:00 ～　　  無料見学会

18

4月14日
スタート

ガラスカットの練習から始め、テラリュウム、小
箱、インテリアパネル、ランプなどを作成します。
光を通して変化するガラスの素材を生かして、お
部屋に、心に灯を。

ステンドグラス
楽しく・美しく・輝いて

19

4月1日
スタート

専用の電気ペンを使って木を焦がし、絵や模様
を描く技法です。図案を木に転写してそれを電気
ペンでなぞって描くので、初めての方にも簡単に
作品を作ることができます。

ウッドバーニング・アート
木を焦がして描くアート

20

4月9日
スタート

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

第1・3 木曜日 10：00 ～12：00
5,250 円 ( 教材費別途 )
山口 陽子山口 陽子（ステンドグラス工房「リップル」主宰）

3/18 ●木 10:00 ～体験レッスン 4,050円  ( 教材費含む )

【開講時間】
【 受 講 料 】
【【 講 師 名講 師 名 】】

第 2・4 金曜日 10：00 ～12：00
4,200 円 (1か月分 )
荒金 俊一荒金 俊一（（日本ウッドバーニング協会 クラフトマスター日本ウッドバーニング協会 クラフトマスター））

3/26 ●金 10:00 ～体験レッスン 1,550円 ( 教材費含む )

新クラス

新クラス



4 5

社交ダンス( 漆原クラス )

スポーツ・健康・
ダンス・踊り

カ ラ ダ を 動 か し
て スト レス 発 散！
心身共にリフレッシュ！

ときめきの人生をご一緒に！
25

月曜日
15：00～ 16：30( 中級 )
16：45～ 18：15( 上級 )
18：30～ 20：00( 初級 )
木曜日
19：00～ 20：30( 中級 )

5,250円
5,460円
5,040円

5,460円

講　師
漆原　君江・漆原　翔一
(財 ) 日本ボールルームダンス連盟講師

新歌謡舞踊
着物姿もいいものですよ　踊りましょう！

28

曜　日 水曜日

時　間 10：30～ 12：00

受講料 5,770円

講　師
南月　梨佐
ＯＳＫ日本歌劇団出身

体験レッスン
◆レッスンでのステップを一緒に体験
　3/15(月)15：00・16：45・18：30
3/18(木)19：00～　　　　　　      各1,050円

社交ダンス( 水谷クラス )
楽しく踊りましょう♪　Shall we Dance?　

26
土曜日
13：00～14：30(初級)
14：45～16：15(中級)
16：30～18：00(上級)
18：30～20：00(初級)
日曜日
13：00～14：30(初級)
15：00～16：30(中級)

5,250円
5,460円
5,770円
5,250円

5,560円
6,300円

講　師
水谷　貫一・水谷　由紀枝
(財 ) 日本ボールルームダンス連盟講師

体験レッスン
◆ブルース、ワルツ、ルンバ、ジルバなど
　3/13・20(土)13：00・14：45・16：30・　
　　　　　　　  18：30　　　　　　
　3/14・21(日)13：00・15：00     各1,050円

社交ダンス( 橋本クラス )
あなたも背筋美人へ！

27
木曜日
13：00～ 14：30( 初級 )
14：30 ～ 15：20( 初心 )
日曜日
14：00～ 15：30( 初級 )
15：30～ 17：00( 中級 )

5,250円
4,200円

5,560円
6,300円

講　師 橋本　愛
(財 ) 日本ボールルームダンス連盟講師

見学会
◆ブルース、ワルツ、ルンバ、ジルバなど
　3/18(木)13：00・14：30　　　　
　3/14(日)14：00・15：30　 　 　　　　

体験レッスン
◆軽い体操後、唄(民謡、演歌、歌謡曲等)に合わせて踊る
　3/17(水)10：30～　　　　　　         1,050円

オカリナ
心温まる土笛の音色♪

76

曜　日 第1・3水曜日

時　間
16：00～ 17：30( 初級 )
18：00～ 19：30( 中級 )

受講料 4,200円

講　師
松岡　徳朗  
オカリナ奏者

見学会
3/17(水)16：00～・18：00～　　　　　　無料

はじめての琴教室
生田流の師範が丁寧にお稽古をつけます

77

曜　日 第2・4水曜日

時　間
10：00～ 12：00( 初級 )
13：00～ 15：00( 中級 )

受講料 4,800円 ( 琴代込）

講　師
大西　しず子  
生田流・宮城社大師範

体験レッスン
◆「さくら」が弾けるようになる
　3/24(水)10：00～・13：00～　　各1,050円

尺八
めざせ！　尺八マスター

78

曜　日 第1・3火曜日

時　間 19：00～ 20：30

受講料 4,200円

講　師
大西　丞風
尺八師範

体験レッスン
◆初心者でも音が出るようになる、流派関係なく教えます
　3/16(火)19：00～　　　　　　　   　1,050円

楽しく学ぶ英会話
最低限の会話力を徹底的にコーチング

61

曜　日 金曜日

時　間
10：30～12：00( 日常英会話 )
13：00～ 14：30( 海外旅行 )

受講料 5,770円（教材費含む）

講　師
浜崎　三枝子
社団法人　大阪南太平洋協会事務局長

見学会
　3/19(金)10：30～・13：00～    　　　  無料

楽しい英語教室
英語って難しそう･･･でもやってみたい！

62

曜　日 第1・3土曜日

時　間

10：00～ 11：30( 中級 )
12：00～13：30(ステップアップ )
13：40～ 15：00( 入門 )

受講料 4,200円（教材費含む）

講　師 藤本　敦子

見学会
　3/20(土)13：40～                                     無料

Let's Speak English
英会話の上達は、実践あるのみ！初級者対象

63

曜　日 月曜日 (月 3回 )

時　間 10：30～ 12：00

受講料 6,300円（教材費含む）

講　師
ビビアン・ヒサノ
ミック英語教師

見学会
　3/15(月)10：30～　　　　　　　　　 　   無料

Ｅｎｇｌｉｓｈ　for Beginners
バランスよくスキルアップ　初心者対象

64

曜　日 月曜日 (月 3回 )

時　間 13：00～ 14：30

受講料 6,300円

講　師
ビビアン・ヒサノ
ミック英語教師

見学会
　3/15(月)13：00～　　　　　　　　　 　   無料

Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ
ロールプレイで楽しく英会話　中級者対象

65

曜　日 月曜日 (月 3回 )

時　間 19：00～ 20：30

受講料 6,300円（教材費含む）

講　師
ビビアン・ヒサノ
ミック英語教師

見学会
　3/15(月)19：00～　　　　　　　　　　　    無料

フランス語会話
フランス語を話して楽しもう！

66

曜　日 月曜日 (月 3回 )

時　間
10：30～ 12：00（初級）
12：30～ 14：00（初中級）

受講料 7,350円（教材費含む）

講　師
パトリス・ペレ
エスパスフランス　ディレクター

体験レッスン
　3/15(月)10：30～・12：30～ 各1,050円

やさしい中国語会話
楽しく中国語を始めましょう！

67

曜　日 月曜日 (月 3回 )

時　間 18：30～ 20：00

受講料 4,720円（教材費含む）

講　師 張　華

見学会
　3/15(月)18：30～  　　　　　　　  　無料

なにわ・おおさかの歴史
大阪のルーツと摂津泉の史跡をたどる

69

曜　日 第1・3水曜日

時　間 13：00～ 15：00( 全１２回 )

受講料 3,670円

講　師
藤井　直正
元大手前大学教授

見学会
　3/17(水)13：00～ 　　　　　　　　 　    無料

源氏物語の魅力
華麗なる平安貴族たちの人間模様

70

曜　日 第2・4水曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,200円（教材費含む）

講　師
北村　英子
大阪樟蔭女子大学特任教授

体験レッスン
◆源氏物語の本を読みながら、千年昔の文化や面白さを説明
　3/24(水)10：00～ 　　　　　　　     1,050円

夢のある写真教室
シャッターチャンスをものにする！

71

曜　日 第2・4土曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,200円（教材費含む）

講　師
藤本　俊一
社団法人　日本写真家協会

見学会
　3/13(土)10：00～ 　　　　　　　  　      無料

自然に話せる英会話
はじめのひと言からはじめよう！

72

曜　日 水曜日

時　間
19：00～ 20：00( 初心者 )
20：15～ 21：15( 経験者 )

受講料 6,300円（教材費含む）

講　師 森本　須美子

見学会
　3/17(水)19：00～・20：15～       無料

英語119
今からでも間に合う

73

曜　日 木曜日

時　間 13：00～ 14：30

受講料 6,300円

講　師 イゲン・マルロイ

体験レッスン
　3/18・25(木)13：00～　　 　　　各1,050円

英会話
スコットさんの

74
曜　日 火曜日

時　間

17：30～ 18：30( 入門 )
18：30～ 19：30( 初級 )
19：45～ 20：45( 経験者 )

受講料 6,300円（教材費含む）

講　師 スコット・サザーランド

体験レッスン
　3/16・23(火)17：30～・18：30～・19：45～
　　 　　　　　　　　　　　　　　　     　各1,050円

四柱推命
初心者でも生年月日でわかる楽しい四柱推命

75

曜　日 第1・3金曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 5,250円

講　師
山東　永歩
関西推命学院理事

見学会
　3/19(金)10：00～ 　　　　　  　　　      無料

ストレッチ＆ウォーキング
硬かったカラダがどんどん柔らかくなる！

31

曜　日 火曜日

時　間 18：30～ 20：00

受講料 5,250円

講　師
井原　恵子
藍園ゆかＪＨＢセレクション講師

体験レッスン
◆全身のｽﾄﾚｯﾁ体操30分、ｳｫｰｷﾝｸﾞ、ﾀﾞﾝｽ筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ30分、ｽﾄﾚｯﾁ　  
　3/16(火)18：30～　　　　　　         1,050円

３B体操
生活にスパイスを！より美しく･･･健やかに･･･

32

曜　日 金曜日

時　間 10：00～ 11：30

受講料 5,250円

講　師
菅野　美砂
(社 ) 日本３Ｂ体操協会認定講師

見学会　
　3/19(金)10：00～ 　　　　　　　　　   無料

BGM体操
リズムに合わせてストレッチダンス

33

曜　日 土曜日

時　間 10：00～ 11：30

受講料 5,250円

講　師
加藤　美知子
BGM体操研究会代表

体験レッスン
◆ストレッチ、手話、ダンス(優しいｽﾃｯﾌﾟ)
　3/13・20(土)10：00～  　　  　   各1,050円

シェイプアップ＆クラシックバレエ
バレエの動きでボディを引き締める

34

曜　日 金曜日

時　間 18：30～ 19：30

受講料 5,770円

講　師
吉田　洋子 /石田　ゆかり
YOKOクリエイティブバレエ主宰／講師

体験レッスン
◆ストレッチ、バーレッスン
　3/19(金)18：30～ 　　　　 　　  　  1,050円

大人のためのバレエ
美しい姿勢と軽やかな動きでいつも若々しく♪

35
曜　日 土曜日

時　間
16：45～ 17：45
18：15～ 19：15

受講料 5,770円

講　師
赤松　昭子
スズキ・バレエアートスタジオ

見学会
3/13(土)16：45～・18：15～    　　　 無料

スタイルアップヨガ
伝統ヨガより運動量が大きいヨガです

36

曜　日 火曜日

時　間 12：00～ 13：00

受講料 5,250円

講　師
西原　都子
ＪＡＦＡ認定　Ａ・Ｄ・Ｉ

体験レッスン
◆ストレッチ、呼吸法、ポーズで体のバランス修正
　3/16・23(火)12：00～　　　　    各1,050円

ルーシーダットン
誰でもできる自力整体

37

曜　日 土曜日

時　間 11：45～ 12：45

受講料 5,770円

講　師
ＫＩＹＯ
日本ルーシーダットン普及連盟公認インストラクター

体験レッスン
◆リラックスしながら筋肉や筋を伸ばし体のバランスを整える
　3/13(土)11：45～　　　　　 　    1,050円

健康ストレッチヨーガ
運動生理学とヨガに基づいたプログラム

39
曜　日 木曜日

時　間
10：00～ 11：30
13：00～ 14：30

受講料 5,250円

講　師
吉田　啓子・石川　礼子
日本健康協会専任講師

体験レッスン
3/18・25(木)10：00～・13：00～
                                                        各1,050円

ボディバランス操体法
歪みの調整　からだが喜ぶ 

40

曜　日 木曜日

時　間 10：00～ 11：30

受講料 5,250円

講　師
細川　雅美
操体法指導員

体験・見学は4月以降となります。
詳しくはフロントまでお問合せ下さい。

フラダンス( 道家クラス )
風さわやか～ハワイアン気分で

41
第1・2・4水曜日
13：00～ 14：30( 中級 )
15：00～ 16：30( 強化 )
第 1・2・4金曜日
12：00～ 13：30( 初級 )
13：45～ 15：15( 中級 )

5,250円
6,300円

5,250円
5,250円

講　師 淑子カヘアラニ道家
フラ ハラウ オ カレイレフア所属

体験レッスン◆通常レッスンと同様
　3/24(水)13：00～　 　　　　　　
　3/19(金)12：00～・13：45～　     各1,050円

フラダンス(中村クラス )
笑顔で心も身体も癒しましょう！

42

体験レッスン◆通常レッスンと同様
　3/24(水)11：00～・20：15～ 　  各1,050円

時　間

第1・2・4火曜日
19：00～ 20：30
第 1・2・4水曜日
11：00～ 12：30
20：15～ 21：30

受講料 5,250円

講　師
中村　三千代
フラ ハラウ オ カレイレフア所属

フラダンス( 水谷クラス )
癒しとアンチエイジングをあなたに･･･ 

43

曜　日 第1・2・4金曜日

時　間 10：30～ 11：45

受講料 5,250円

講　師
水谷　真由美
フラ ハラウ オ カレイレフア所属

体験レッスン
◆基本のステップと練習曲(初級)を体験
　3/19(金)10：30～   　　　　   　　　1,050円

ベリーダンス(Olga クラス )
クールでセクシー　エキゾチックな

44

曜　日 第1・2・4水曜日

時　間 20：00～ 21：30

受講料 6,300円

講　師 Olga ベリーダンサー

体験レッスン
　3/24(水)20：00～   　　　　   　　　1,050円

ベリーダンス( 北川クラス )
進化を続けるエキゾチックな踊り♪

45

曜　日 火曜日 (月 3回 )

時　間 20：20～ 21：20

受講料 6,300円

講　師 北川　さくら

体験レッスン
　3/23(火)20：20～   　　　　   　　   1,050円

タップダンス
クールに楽しくリズムを刻もう♪

47

曜　日 土曜日

時　間 12：30～ 13：30

受講料 6,300円

講　師
寒川　久美子・小野　ちひろ
寒川久美子ダンスアート主宰 /

体験レッスン
◆基本ステップ中心　
　3/13・20(土)12：30～ 　　   　    各1,050円

情熱のフラメンコ
気分はカルメン！

48

見学会　3/14(日)10：00～ 　　　　　　　無料
体験レッスン
◆最初の曲(ルンバ)と身体づくり　
3/14(日)11：45～ 　　   　　　　     1,050円

第2・4日曜日
10：00～ 11：30( 上級 )
11：45～ 12：45( 初級 )

5,250円
4,200円

講　師
帝塚山スタジオフラメンコ倶楽部
専任講師

日本舞踊　花柳流　
若さのビタミン剤

49

曜　日 金曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 6,300円

講　師
花柳　和十仙
花柳流　専門部

見学会　
　3/19(金)10：00～ 　　   　　　　　　　　無料

日本舞踊　若柳流
ストレッチに日本舞踊をとり入れてみては？

50

見学会　
　3/14・21(月)10：00～　　　　　　　  無料

月曜日 (月 3回 )
10：00～ 12：00
火曜日
10：00～ 18：00の間
( 各 40分個人ﾚｯｽﾝ )

6,300円

12,600円

講　師 若柳　昭翠
若柳流

ストレッチ＆ジャズ
美と健康に･･･　｢素適な姿勢｣作りから！

51

曜　日 火曜日

時　間 10：00～ 11：30

受講料 5,250円

講　師
ウメハラ　チヨミ
LA  MIA  VITA 主宰

見学会
　3/16・23(火)10：00～ 　　   　　　  　  無料

リズム健康体操
若く！　イキイキ！　美しく！！

52

曜　日 火曜日

時　間 14：00～ 15：00

受講料 4,200円

講　師
福地　博子
リズム体操インストラクター

体験レッスン
◆リズムに合わせムリなく動ける体操
　3/16・23(火)14：00～　　   　　 各1,050円

クラシックバレエ (レディース）
白鳥の湖はあなたのためにある♪

53

体験レッスン
◆バレエの基礎練習　
　3/15(月)19：00～　　　　　   　
　3/18(木)19：00～　　　　　   　　各1,050円

月曜日
19：00～ 20：15
木曜日
19：00～ 20：15

週 1/6,300円

週2/8,920円

講　師 赤松優バレエ学園専任講師

中高年のジャズ健康体操
心身の健康づくりの運動に

29

曜　日 水曜日

時　間 13：00～ 14：30

受講料 5,770円

講　師
南月　梨佐
ＯＳＫ日本歌劇団出身

体験レッスン
◆筋肉、腱を伸ばしストレス、肩こり等を解消 　　　　
　3/17(水)13：00～　　　　　　　      1,050円

アクティブヨーガ
筋力バランスで姿勢改善！筋力アップで脂肪燃焼！

55

曜　日 月曜日 (月 3回 )

時　間 19：00～ 20：15

受講料 6,300円

講　師
梶木　八重子
アクティブヨーガ指導インストラクター 

体験レッスン
◆75分間の通常レッスンを体験
　3/15(月)19：00～　　　　   　　      1,050円

ヨガ健康体操
肥満・疲労をシャットアウト！

56

体験レッスン
　3/15・29(月)10：00～・13：00～
3/24(水)18：30～3/13・20(土)10：00～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各1,050円

月曜日  10：00～ 11：30
           13：00～ 14：30
水曜日  18：30～ 20：00
土曜日  10：00～ 11：30

受講料 5,250円

講　師 大槻ヨガ専任講師

ゆったり太極拳
ＨＩＲＯＫＯの

57

曜　日 金曜日

時　間 13：30～ 15：00

受講料 5,250円

講　師
松崎　洋子
太極拳「ＺＩＮＫＩＫＯ」専任指導員

体験レッスン
◆ストレッチ、呼吸法、基本の型など
　3/19(金)13：30～　　　　   　　　　1,050円

太極拳
中国古来の美容健康法

58

曜　日 金曜日

時　間 19：30～ 21：00

受講料 5,250円

講　師
三谷　正治
太極拳法　一楽庵

体験レッスン
◆ストレッチ、太極一段
　3/19(金)19：30～　　　　   　　1,050円

テコンドー
華麗な足技！

59

曜　日 日曜日

時　間 15：15～ 16：15

受講料 6,300円

講　師
相原　儀雅 
テコンドー相原道場

体験レッスン
　3/14・21(日)15：15～　　　　 　各1,050円

合気道
技を磨いて心も磨く！　体も心も健康に

60

体験レッスン
　3/16・23(火)18：45～　　   　
　3/19(金)18：15～ 　　　   　 各1,050円

火曜日
18：45～ 20：00
金曜日
18：15～ 19：30

週2/6,300円

講　師 吉田　智晋  
財団法人　大阪合気会

06-6724-0372 受付時間：10時～19時
(日曜日は16時まで) www.kosaka-culture.com

無料

はじめてのピアノ（グループレッスン）
さあ！いっしょにピアノを弾きましょう♪

79

第1・3月曜日 10：00～ 11：00
第 2・4月曜日 10：00～ 11：00
第 2・4金曜日 15：30～ 16：30

受講料 4,200円

講　師
山崎　マリコ  
ピアノ講師

大人のピアノ（個人レッスン）
楽しくピアノを弾きましょう♪

80

第1・3月曜日 11：00～ 13：10の間（各30分個人ﾚｯｽﾝ）
第 2・4月曜日 11：00～ 12：40の間（各30分個人ﾚｯｽﾝ）
第 2・4金曜日 16：30～ 18：00の間（各30分個人ﾚｯｽﾝ）

受講料 4,200円

講　師
山崎　マリコ  
ピアノ講師

シャンソン入門
越路吹雪さんのように歌ってみよう

81

曜　日 第2・4月曜日

時　間 18：00～ 19：30

受講料 4,200円

講　師
米田　治  
キングレコード専属歌手

体験レッスン
◆マイクを使って唄う
　3/29（月）18：00～　　　　　　　1,050円

カラオケ入門コース
現役の歌手が実践指導！

82

曜　日 月曜日（月3回）

時　間 13：00～ 15：00

受講料 5,250円

講　師
米田　治  
キングレコード専属歌手

体験レッスン
◆マイクを使って唄う
　3/15（月）13：00～   　　　　　　1,050円

自分磨きから技能習得ま
で、充実した講座の中から、
あなたにぴったりの講座が
きっと見つかります。

文芸・語学・趣味 日常中国語会話
美味しい中華料理をしっかり注文できる

68

曜　日 木曜日

時　間
15：00～ 16：30( 初級 )
18：00～ 19：30( 中級 )

受講料 6,300円（教材費含む）

講　師
顧　佩明 (初級 ) ミック英語教師
宋　　燕 (中級 ) ミック英語教師

見学会
　3/18(木)15：00～・18：00～　　　　　無料

学べば活かせる実用講
座! 新たな世界が広が
ります。さあ一歩前へ!

音楽

歌 っ て 楽 し
奏 で て 楽 し
幸 せ タ イ ム ！

hit

hit

hit

hit

hit

美療ヨガ
からだのリフレッシュと心のリラックス

38

曜　日 水曜日

時　間 18：30～ 20：00

受講料 5,250円

講　師
南條　伸子・村尾　知津子
大阪市生涯学習インストラクター

体験レッスン
◆体の歪みを矯正し、細胞を若返らせ脂肪を効率よく燃やす
　3/17(水)18：30～　　　　 　      1,050円

ベリーダンス(ソフィアクラス )
踊りながら心も身体も女性らしく

46

曜　日 月曜日 (月 3回 )

時　間 20：30～ 21：30

受講料 6,300円

講　師 ソフィア

体験レッスン
◆ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ、ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄの練習、解説。後半は曲に合わせて踊ります　
　3/29(月)20：30～   　　　　   　　   1,050円

バレエ・エクササイズ
クラシックの素敵なメロディが心を癒す

54

曜　日 火曜日

時　間 13：30～ 15：00

受講料 6,300円

講　師
真木　ひろみ
MDS真木ひろみダンススタジオ代表

体験レッスン
　3/16・23(火)13：30～　　   　　 各1,050円

ダイエットリズムダンス
NEVER TO OLD! 楽しくダンスしながら、シェイプアップ

30

曜　日 火曜日・金曜日

時　間 19：00～ 20：30

受講料 6,300円

講　師
石崎　共美 
ＯＳＫ日本歌劇団出身

体験レッスン◆ストレッチ、簡単な動き、ステップ
　3/16・23(火)19：00～　  　　   　　
3/19(金)19：00～　　　    　　     各1,050円

hit

hit

hit※      …ボウリングスペース hit 内スタジオにてレッスン。

詳しい情報は
ホームページを
ご覧ください。

hit
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和裁

きもの着付

着物地でつくる洋服

洋裁 (ドレメ式 )

体験レッスン・見学会開催中! 06-6724-0372 受付時間：10時～19時
(日曜日は16時まで) www.kosaka-culture.com

裏千家と池坊

女性のためのポップスボーカル
お友達と一緒に楽しいポップスを歌おう

84

体験レッスン ◆軽く体操をしてから発生練習、課題曲
　3/29(月)15：30～・3/12(金)18：30～   各1,050円

第2・4月曜日　15：30～ 17：30
第 2・4金曜日 18：30～ 20：30

受講料 4,200円

講　師
藍園　ゆか  
宝塚歌劇団出身・
藍園ゆかJHBセレクション代表

おもしろ講師のうまくなるカラオケ教室
アナタもついに音痴とおさらば！！

85

曜　日 第2・4日曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 4,200円

講　師
奥田　澄枝  
ビクター歌謡音楽研究会

見学会
　3/14・21・4/11(日)13：00～　　　 　 無料

はじめての方のカラオケ講座
必ず歌えるように致します。

86

曜　日 土曜日

時　間 18：00～ 20：00

受講料 5,770円

講　師
川口　哲也  
ホリデージャパン歌手

体験レッスン
◆言葉のトレーニング、カラオケのリズムに合っ歌い方のレッスン　
　3/20(土)18：00～　　　　　　　       1,050円

かんたんに新曲を覚えよう
カラオケ仲間に差をつける！

87

曜　日 金曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 5,770円

講　師
中山　ひさし  
キングレコード専属歌手

体験レッスン
　3/19(金)13：00～　　　　　　　      1,050円

詩吟
教養が身に付き　艶のある声質に

88

曜　日 第1・3火曜日

時　間 15：30～ 17：30

受講料 4,200円

講　師
川村　朋映 (民子 )  
社団法人　関西詩吟文化協会　上師範

体験レッスン
◆発生練習・初心者用の教本で練習
　3/16(火)15：30～　　　　　　　　　1,050円

ギターを弾こう( 個人 )
基礎からしっかり！

89

曜　日 第1・2・4土曜日

時　間
15：30～ 19：30の間
( 各 30分個人ﾚｯｽﾝ )

受講料 6,300円

講　師 稲葉　順子 プロギターリスト

二胡を奏でる
悠久の大地　中国で育まれた音色

90

曜　日 第2・4火曜日

時　間 19：00～ 20：00

受講料 7,350円

講　師
藤本　敦子
中国民族楽器教室　王   　 主宰

見学会 
　3/23(火)19：00～  　　　　　　　　　　 無料

楽しい歌謡教室
ヒット歌謡曲からアダルト・ポップスまで

94

曜　日 第1・2・4木曜日

時　間
11：00～ 12：30
13：00～ 14：30

受講料 5,250円

講　師
竹島　眞裕美
日本音楽家ユニオン会員

体験レッスン
　3/25(木)11：00～・13：00～　   各1,050円

歌いましょう心の歌を
こころに染みる名曲を訪ねて

95　　9　　9

曜　日 第1・3土曜日

時　間 11：00～ 12：30

受講料 4,200円

講　師
岩城　喜美子
うたまくら音楽教室専任講師

体験レッスン◆日本の歌・童謡・唱歌・世界の民謡。
「早春賊」「どこかで春が」「歌の翼に」など全員で歌う
　3/6・20(土)11：00～　　　　　    各1,050円

茶道・生け花・
フラワーアレンジメント

フラワーアレンジメント
本格的なフラワービジネスにオススメ！

96

曜　日 第1・3火曜日

時　間 18：30～ 20：30

受講料 4,200円　※別途花代

講　師
そもと　あけみ・伊藤　裕子
日本フラワー作家協会教授

体験レッスン
　3/16(火)18：30～　　　　 3,550円(花代含む)

ヨーロピアンフラワーアレンジメント
ちょっとオシャレなヨーロピアンスタイル

97

曜　日 第1・3木曜日

時　間
10：30～ 12：30
13：00～ 15：00
18：30～ 20：30

受講料 4,200円　※別途花代

講　師
北口　陽子
フラワーコーディネートスタジオＹＯＵＫＯ主宰 ・
一級フラワー装飾技能士

体験レッスン
3/18(木)10：30～・13：00～・18：30～　各3,675円(花代含む)

素敵なシルク＆プリザーブドフラワー
枯れないお花をキレイに飾る99

曜　日 第4日曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 6,300円 (3ヶ月分 )※別途花代

講　師
北口　陽子
フラワーコーディネートスタジオＹＯＵＫＯ主宰 ・
一級フラワー装飾技能士

体験レッスン
　3/14(日)10：00～　　　4,200円(花代含む)

生け花　池坊
花と語り、花を通して感動してみませんか

100

曜　日 第2・4木曜日

時　間
15：30～ 17：30
18：00～ 20：00

受講料 3,990円　※別途花代

講　師
織田　富起子
華道家元池坊総華督

体験レッスン
3/25(木)15：30～・18：00～ 各1,850円(花代含む)

ダッチフラワー アレンジメント
オランダスタイルの

101

曜　日 第2・4月曜日

時　間 13：00～ 20：00の間随時

受講料 5,250円　※別途花代

講　師
高山　美千子
スタジオかんびそうゆう主宰

体験レッスン
◆テーブルデコレーションアレンジメント(テーブルの上に飾れるような)
　3/22(月)13：00～随時　    4,200円(花代含む)

ダッチフラワー・ディプロマ
本格フラワーデザイナーへの道

102

曜　日 第2・4月曜日

時　間 13：00～ 20：00の間随時

受講料 8,400円　※別途花代

講　師
高山　美千子
スタジオかんびそうゆう主宰

体験レッスン
◆プレゼント用の花束(花と葉を60本使用)
　3/22(月)13：00～　　　    5,250円(花代含む)

Natural　Flowerアレンジメント
花のある暮らしいいなぁ♪

103

曜　日 第2・4木曜日

時　間 18：30～ 20：30

受講料 4,200円　※別途花代

講　師
住　早智子
スタジオゆめはな日本フラワー作家協会教授

体験レッスン
　3/11(木)18：30～　　　    3,150円(花代含む)

一椀から心のリフレッシュを
104

曜　日 第2・4日曜日

時　間 10：00～ 13：00

受講料
3,670円 (1講座 )
6,290円 (2講座 )

※別途花代、水屋料

講　師
市川　美智子
華道家元池坊華道会

体験レッスン
　3/21(日)10：00～

生け花　未生流
やすらぎの風景

105

曜　日 水曜日

時　間
13：00～ 15：00・
17：00～ 20：00の間随時

受講料
高等科  5,770円 ※別途花代

普通科  4,720円 ※別途花代

講　師 西田　正甫 未生流家元教授

体験レッスン
3/24(水)13：00～ 　　　   1,850円(花代含む)

花の寄せ植え教室
草花や観葉植物と共に暮らしてみませんか!! 

107

曜　日 第1・3土曜日

時　間 10：30～ 12：30

受講料
13,120円　(3ヶ月分・5回分 )

※別途花代

講　師
林　緒利江
ORIE 四季の園主宰

見学会
　3/20(土)10：30～　　　　　　　　       　無料

『着物が甦る！服』教室
古い着物をお洋服にリフォーム！

108

曜　日 第1・3月曜日

時　間 15：15～ 17：15

受講料 4,200円

講　師
播磨　恵美子
宮崎東海スクール講師

見学会
　3/15(月)15：15～　　　　　　　　 　      無料

ワイワイ洋裁工房～リフォームから手づくり洋服まで～

ローコストで手持ちの衣類雑貨を増やそう！
109

曜　日 第2・4木曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 4,200円

講　師
菅野　よう子
服飾業　ノガ企画主宰

見学会
　3/25(木)13：00～　　　　　　　　　       無料

服飾・着付

着物がみるみる甦る 
110

曜　日 第2・4火曜日

時　間 13：30～ 15：30

受講料 4,200円

講　師 足立　実紀

体験レッスン
◆先生の作品を見て、試着可、製図の体験
　3/23(火)13：30～　　　　　　　      1,050円

作品自由　個人のレベルに応じて指導します。
111

曜　日 第2・4月曜日

時　間
10：00～ 12：00
13：00～ 15：00

受講料 4,200円

講　師
徳野　米子
服飾デザイナー

見学会
　3/29(月)13：00～　　　　　　　　 　      無料

井戸端会議に花が咲く
112

曜　日 火曜日

時　間
13：00～ 15：30
18：00～ 20：00

受講料 4,720円

講　師
辰巳　光子
関西式きもの教室

見学会
　3/16・23(火)13：00～・18：00～     無料

着たい、着せたい、出かけたい
114

曜　日 水曜日

時　間 10：30～12：30・13：30～15：30
15：30～17：30・18：30～20：30

受講料 4,720円 /本科・5,770円 /専科

講　師
前園　恭子・中島　由紀
法橋きもの学院講師

見学会
3/24(水)10：30～・13：30～・18：30～　 無料

手工芸

バードカービング( 田中クラス )
木彫りの鳥を創ってみませんか？

115

曜　日 第1・3火曜日
時　間 13：00～ 15：00
受講料 5,250円（教材費別途）

講　師

田中　明、田中　明代
関西バードカービングクラブ幹事 (Ｋ . Ｂ . Ｃ . Ｃ )
日本バードカービング協会会員 (Ｊ . Ｂ . Ｃ . Ａ )
カービング・フレンズ・京都 (C.F.K) 会長

体験レッスン
◆鳥のブローチor木彫りの鳥のブローチを作る　　
　3/16(火)13：00～　　　1,575円(教材費含む)

バードカービング( 高橋クラス )
木が変身して野鳥になる

116

曜　日 第2・4土曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 5,250円（教材費別途）

講　師

高橋　康策
バードカービング・デコイ主宰 
日本バードカービング協会会員 (Ｊ . Ｂ . Ｃ . Ａ )
関西バードカービングクラブ会員 (Ｋ . Ｂ . Ｃ . Ｃ )

見学会
　3/13(土)10：00～　　　　　　　　　       無料

木彫入門
暮らしに役立つ実用品を作ろう

117　　   　　   117　　   117

曜　日 第2・4火曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 3,990円（教材費別途）

講　師
渡辺　二笙・川田　陽子
木彫はちのす会師範

見学会
3/23(火)13：00～　　　　　　　　　       無料

グラスアート＆トールペイント
お好みのクラフトで生活を豊かに

118

曜　日 第1・3土曜日

時　間
10：00～ 12：00
13：00～ 15：00

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
森下　宰子
日本手芸普及協会講師　アトリエ宰子主宰

見学会
　3/20(土)10：00～・13：00～　　       　無料

楽しく作るバックと小物
針を持ったことのない手作り初心者大歓迎！

119

曜　日 第2・4火曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
東　千恵子
装道創芸学院袋物講師

体験レッスン
◆ティッシュケース作り　(30～40分で完成)
　3/23(火)10：00～　　　1,575円(教材費含む)

イタリアンモザイク
気軽に始められるガラスモザイクです

121

曜　日 第1・3木曜日

時　間 18：30～ 20：30

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
くすのせ たかこ
アトリエ・チェーロ主宰

体験レッスン
◆モザイクタイルで鍋敷きを作る
　3/18(木)18：30～　　　 1,575円(教材費含む)

パーチメントクラフト
レースのようなグリーティングカード

122

曜　日 第1・3火曜日

時　間 10：30～ 12：30

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
青木　純子
Ｗの空間 (IPCA)

体験レッスン
◆バラの花のしおりを作る
　3/16(火)10：30～　　　1,575円(教材費含む)

木彫
木肌のぬくもりを感じながら･･･

123

曜　日 第1・3木曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 3,990円（教材費別途）

講　師
佐藤　しづ子
はちのす会正会員

見学会
　3/18(木)10：00～　　　　　　　　　      無料

陶芸
手作りの「うつわ」を楽しむ！

124

体験レッスン◆ｺｰﾋｰカップ、湯のみ、茶碗のいずれ
か一つをﾋﾓ作りで作る(焼き上がりは1ヶ月後。フロントで渡します)
3/18(木)10：00～　    　
　3/21(日)10：00～　　各 2,100円(教材費含む)

第 1・3木曜日 10：00～ 12：00
第 1・3日曜日 10：00～ 12：00

受講料 5,250円（教材費別途）

講　師
鵜飼　知子
大阪国際大学・伝統文化研究・陶芸助手

トールペイント
アメリカンフォークアートの世界

126

曜　日 第2・4木曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
谷山　てい子
日本デコラティブペイント協会講師会員

体験レッスン
　3/25(木)10：00～　　　　　　　　　1,050円

アッセンデルフト
オランダで今も描き続けられている伝統工芸

127

曜　日 第1・3月曜日

時　間
10：00～ 12：00
13：00～ 15：00

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
曽和　信子
日本デコラティブペイント協会講師会員

見学会
　3/15(月)10：00～・13：00～　　　　　無料

押し花アート
押し花で作るアートの世界

129

曜　日 第1・3火曜日

時　間 13：30～ 15：30

受講料 4,200円

講　師
藤田　苑栄
日本レミコ押し花学院講師

体験レッスン
◆「花かご」の作品をつくり額に入れます
　3/16(火)13：30～　　　4,050円(教材費含む)

押し絵・木目込み人形・ちりめん細工
伝統工芸品を貴方の手で作って見ませんか？

130

曜　日 第2・4木曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 3,670円（教材費別途）

講　師
津守　幸苑
日本押絵木目込染色工芸作家 　　
扇幸流主宰

見学会
　3/25(木)10：00～　　　　　　　　　　　無料

戸塚フランス刺繍
一本の針と糸で創り出すアート

131

曜　日 第1・2・3火曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,720円（教材費別途）

講　師
富永　いちの
戸塚協会　専任講師

見学会
　3/16(火)10：00～　　　　　　　　　　　無料

パッチワーク・キルト
一本の針と糸で創り出すアート

132

曜　日 第2・4金曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料
4,200円 /本科
5,250円 /専科

講　師
太田　礼子
スタジオＲ主宰・チャックスキルトスクール認定講師

見学会
　3/5(金)10：00～、4/9(金)10：00～　　無料

ビーズ・アートワークス
古代の確かな技術からモードジュエリーまで

133

曜　日 第2・4火曜日

時　間
10：30～ 12：30
13：00～ 15：00

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
江端　弥栄
ピノヴィオレッタ主宰・(財 ) 日本余暇文化振興会 講師

体験レッスン◆体験の作品は5種類の中から選べます
①ﾊﾞｯｸﾁｬｰﾑ3200円／②ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ又は③ﾈｯｸﾚｽ2800円
④ﾘﾝｸﾞ1500円／⑤ﾈｯｸﾚｽ3200円      　　   (各教材費含む)
　3/23(火)10：30～・13：00～

グラスリッツェン
上品で繊細なガラス工芸です。

125

体験レッスン
◆ハート型のお皿に春の花(クローバーを予定)を彫る　
　3/20(土)10：30～　    　2,450円(教材費含む)

曜　日 第1・3土曜日

時　間 10：30～ 12：30

受講料 4,200円（教材費別途）

講　師
山下　チヅ子
「クリスタルの部屋」主宰

おとなの声楽 ( 個人 )
歌を歌って美しくなりましょう！！

92

曜　日 水曜日

時　間
15：30～ 20：30の間
( 各 30分個人ﾚｯｽﾝ )

受講料 8,400円

講　師
池田　路子  
関西歌劇団団員・関西歌曲研究会会員

説明会
　3/17・24(水)19：15～                  　 　無料

エンジョイ・ヴォーカル
英語の曲をかっこよく！！

93

曜　日 第1・3月曜日

時　間 13：30～ 15：00

受講料 5,250円

講　師
坂本　淳
ピアノ弾き語りプレイヤー・ジャズヴォーカリスト

体験レッスン ◆ｼﾞｬｽﾞ、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ、ﾎﾟｯﾌﾟｽ系など、英
語で歌います(講師のピアノ伴奏)
　3/15(月)13：30～  　　　　　　      1,050円

花と愛で季節を感じる
1 椀 の お 茶 か ら 心
静かなひとときを！

あなただけのオリジナル
確 か な 技 術 を 身 に
つける

手間をかけて丁寧に作
る。手作りの醍醐味！

美術・書道

美の世界、書の世界へ
ようこそ！

絵手紙
もらって嬉しい！　描いて楽しい！

134

曜　日 第3火曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 6,300円 (3ヶ月分 )

講　師
永重　信江
日本絵手紙協会公認講師

体験レッスン
　3/16(火)13：00～　       1,575円(教材費含む)

写経に親しむ
写経は心を集中し、安定させる能力を養う。

137

曜　日 第2・4月曜日

時　間 15：30～ 17：30

受講料 4,200円

講　師
中川　寿郎
全国大学書道学会会員

体験レッスン
◆写経の実習
　3/29(月)15：30～　　　1,150円(教材費含む)

日本画
日本画初心者のための基礎講座

138

曜　日 第2・4金曜日

時　間 18：30～ 20：30

受講料 4,720円

講　師
川中　信也
堺美術協会会員

見学会
　3/12(金)18：30～　　　　　　　             無料

やさしい俳画
初心者もその日から描ける！

139

曜　日 第2・4水曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,510円

講　師
中村　青径
柳史俳画砂丘会指導委員

見学会
　3/24(水)10：00～　　　　　　　　          無料

平成書道 ( 基礎コース )
書道は精神に豊かさを与える芸術です。

136

曜　日 第2・4月曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 4,200円

講　師
中川　寿郎
全国大学書道学会会員

体験レッスン
◆書の実習
　3/29(月)13：00～　　　1,150円(教材費含む)

墨彩画
墨と彩色が醸し出す絶妙のハーモニー

140

曜　日 第1・3金曜日

時　間
13：00～ 15：00
15：30～ 17：30

受講料 4,200円

講　師

監修　宮地　仁湖
京都墨彩画壇常任理事

清水　洋子、今泉　昭子

見学会
　3/19(金)15：30～  　　　                   　 無料

やさしい仏画
心なごむ

141

曜　日 第3土曜日

時　間 10：30～ 12：30

受講料 7,870円 (3ヶ月分 )

講　師
西浦　道顯
蓮生会主宰

体験レッスン
◆「白衣観音」をぬりえ・彩色して仕上げる
3/20・4/17(土)10：30～　　1575円(教材費含む)

油絵
芸術は爆発だ！キャンバスに弾けるあなたの感性

142

曜　日 第2・4火曜日

時　間
15：30～ 17：30
18：00～ 20：00

受講料 4,200円

講　師
斎藤　誠
二元会　常任運営委員

見学会
　3/23(火)15：30～・18：00～　　  　　  無料

お花2,250円
お茶1,550円

ピアノ( 個人 )
個人レッスンで 上達まちがいなしです

91

曜　日 水曜日

時　間
15：30～ 20：30の間
( 各 30分個人ﾚｯｽﾝ )

受講料 7,980円

講　師
池田　路子
関西歌劇団団員・関西歌曲研究会会員

説明会
　3/17・24(水)19：15～　　　　　    　　無料

基礎から学ぶヨーロピアンフラワーアレンジメント
ヨーロッパの最新技術とスタイルが学べる

98

曜　日 第2日曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 6,300円 (3ヶ月分 )※別途花代

講　師
北口　陽子
フラワーコーディネートスタジオＹＯＵＫＯ主宰 ・
一級フラワー装飾技能士

体験レッスン
　3/14(日)10：00～　　　    3,675円(花代含む)  

生け花　小原流
今　見直したい花と向き合う心

106

曜　日 火曜日

時　間 13：00～ 20：00の間随時

受講料 4,720円　※別途花代

講　師
大澤　豊和
(財 ) 小原流教授会特別会員

体験レッスン
　3/23(火)13：00～ 随時 　　　　 　 1,850円

編み物教室
私にも編めた♪　ニットでおしゃれ！

113

曜　日 第1・2・3木曜日

時　間
13：00～ 15：30
17：30～ 20：00

受講料 5,250円

講　師
辻　眞美
辻ニッティングスクール院長

体験レッスン
　3/18(木)13：00～　1回 1,575円(教材費含む)
   4/1(木)17：00～　　2回 2,250円(教材費含む)

楽しいビーズレッスン
つくって・つけて・ほめられて

120

曜　日 第2木曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 6,300円 (3ヶ月分 )（教材費別途）

講　師
岩下　美恵子・岩下　恵子
ギャラリー恵あんど恵主宰

体験レッスン
◆スワロフスキーを使ったストラップ 又は 天然石を使ったネックレス
　3/11(木)10：00～　　　 2,100円(教材費含む)

フルーツ・ベジタブル＆ソープ・カービング
ちょっと自慢したくなる…

128

曜　日 第3金曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 2,620円（教材費別途）

講　師
多田　恵子
シーズナル・バンケットカービングスタジオ

見学会　　　　
　3/19(金)13：00～　　　　　　　　　　　無料

読めるかな・書ける漢字
古典や古文書への造詣が深くなります

135

見学会
　3/18(木)10：00～　　　　　　 　　　
　3/19(金)10：00～　　　　　　 　　      　無料

第1・3木曜日
10：00～ 12：00
第 1・3金曜日
10：00～ 12：00

4,200円

4,200円

講　師
中川　敬舟
舟遊会主宰

中国民族楽器教室　王   　 主宰

日本の歌 ( 唱歌 )
美しいメロディーを腹式呼吸で

83　　

曜　日 第1・3月曜日

時　間 18：00～ 19：30

受講料 4,200円

講　師
米田　治  
キングレコード専属歌手

体験レッスン
　3/15(月)18：00～   　　　　　　     1,050円



8

受講料1カ月分

わらべ地蔵
こころを癒して、なんだかほっとする･･･

144

曜　日 第4木曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 6,300円 (3ヶ月分 )

講　師 坂本　アサ　　仏師

見学会
　3/25(木)10：00～　     　　　　　　　　無料

カリグラフィー
伝統と芸術の手書き文字

159

曜　日 第1・3木曜日

時　間 18：30～ 20：00

受講料 4,200円

講　師
辻井　由美子　　
カリグラファーズ ギルド

体験レッスン
◆スプリングカードを作る
　3/18(木)18：30～　　　1,260円(教材費含む)

仏像彫刻 (木下クラス )
雑念をはらって、心静かに･･･

160

曜　日 第1・3月曜日

時　間 13：30～ 15：30

受講料 5,250円

講　師 木下　聖峰　　仏師

見学会
　3/15(月)13：30～ 　　　   　　　　　　無料

デッサンと油絵
絵画は形と色と画肌で想いを伝える

158

曜　日 金曜日

時　間 18：00～ 20：30

受講料 8,400円

講　師
三浦　敏和　　
新世紀美術協会委員

見学会
　3/19(金)18：00～ 　　　   　　　　　 無料

油絵基礎レッスン
フランス帰りの画家から学ぶ

157

曜　日 第2・4日曜日

時　間 13：00～ 16：00

受講料 6,300円

講　師
加國　哲二
洋画家

見学会
　3/14(日)13：00～ 　　　   　　　　　　無料

はじめての水彩画
絵を描きたいあなたへ～

156

曜　日 第2・4火曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 5,250円

講　師
岡田　三千代　　
関西水彩画会委員

見学会
3/16(火)10：00～ 　　　   　　　　　 無料

ファンタジック水彩画
季節の花をモチーフに

155

曜　日 第3金曜日

時　間 10：30～15：00(休憩含む)

受講料 4,200円

講　師
山下　成美　　
ファンタジック水彩画協会

体験レッスン
◆Ｂ5サイズのお花の絵一枚
3/19・4/16・5/21(金)10：30～　 各1,575円(教材費含む)

チョークアート
趣味に、お店のイメージアップ、PRに!

145

曜　日 第4金曜日

時　間 13：00 ～ 15：00

受講料 7,870円 (3ヶ月分 )

講　師 長尾　温子 イラストレーター

体験レッスン
　3/12(金)13：00～　　　1,680円(教材費含む)

心をつなぐはがき書画
あなたの気持ちがきっと伝わる

146

曜　日 第3水曜日

時　間 10：30～ 12：30

受講料 7,870円 (3ヶ月分 )

講　師

監修：八田　香園
(八田香園 )日本はがき書画協会会長

講師：清原　知加

見学会
　3/17(水)10：30～　　　　　　　　         無料

絵てがみサロン
あなたの個性で描く

147

曜　日 第2日曜日

時　間 13：00～ 15：00

受講料 7,870円 (3ヶ月分 )

講　師
神野　二美代
紫胡会会員・FM守口パーソナリティー

体験レッスン
　3/14(日)13：00～　　　　　　　 　1,050円

書道 ( 土屋クラス )
ゆったりと字を書き、心豊かに・・・
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見学会
　3/17・24(水)10：30・13：30・18：30  
　3/21(日)10：30～　　　　　　　　　　　 無料

水曜日
10：30～ 12：30
13：30～ 15：30
18：30～ 20：30
第 1・3日曜日
10：30～ 12：30

5,770円

4,200円

講　師 土屋　春雷
北水会国際書芸サロン常任理事

書道 ( 林田クラス )
ゆったりと字を書き、心豊かに･･･
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曜　日 第1・2・3金曜日

時　間 10：00～ 12：30

受講料 5,770円

講　師
林田　春虹
日本書芸院審査員・墨滴会理事

見学会
　3/19(金)10：00～　　　　　　　    　　  無料

賞状書士養成
基礎から学ぶ賞状書法、常に役立つ実務書道

150　　1　　150　　50

見学会
3/25(木)13：00～　　　　　　　　  
　3/20(土)10：00～　　　　　　　       無料

第2・4木曜日
13：00～ 15：00
第 2・4土曜日
10：00～ 12：00

4,830円

講　師
新熊　よし子・川本　泰子
日本賞状書士養成センター

ペン習字
よく使う文字を美しく

151

曜　日 第2・4木曜日

時　間 18：30～ 20：00

受講料 4,200円

講　師
成田　嵐石
日本ペン習字研究会　副会長

見学会
　3/25(木)18：30～　　　　　　　　   　  無料

日本画の手ほどき
額に入れるとそれなりにアート

152

曜　日 第2・4金曜日

時　間 13：30～ 15：30

受講料 4,720円

講　師 中務　重雄　　日展所属

見学会
　3/12(金)13：30～　　　　　　　　    　 無料

俳画の描き方
筆数の少ない絵に季節に合った俳句を添える

153

曜　日 第2・4土曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,510円

講　師
大平　柳月
柳史俳画八鴻会幹事

体験レッスン
　3/6(土)10：00～　　　　2,100円(教材費含む)

水墨画
墨一色の中に無限の色を表現154

曜　日 第1・3金曜日

時　間 10：00～ 12：00

受講料 4,510円

講　師
赤坂　岱虹
青峯会主宰　青朝会常務理事

体験レッスン
◆簡単な水墨画の基礎
　3/19(金)10：00～　　　1,400円(教材費含む)

*ゆったり座席 52席 喫煙席あり
**営業時間 10:00 ～ 20:00営業時間 10:00 ～ 20:00

* カルチャースクール向かいの小阪ゴルフ　クラブ内にあります。
カフェ・ド・クリエ HOS小阪店

体験レッスン・見学会開催中!

■近鉄奈良線「八戸ノ里」駅徒歩3分　■近鉄奈良線「河内小阪」駅徒歩7分

仏像彫刻 ( 坂本クラス )
仏像彫刻の入門講座です
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曜　日 第2・4木曜日

時　間 18：30～ 20：30

受講料 5,250円

講　師 坂本　アサ　　仏師

見学会
　3/25(木)18：30～　　　　　　　  　　     無料



06-6724-0372

ＨＯＳジュニアスクール施設のご紹介

フットサル小阪 小阪テニスクラブ 小阪スイミングクラブ 体操教室

スイミングの
お問い合せは

体操の
お問い合せは06-6722-8005 06-6722-8003 06-6722-8003テニスの

お問い合せは06-6721-9613フットサルの
お問い合せは

バトントワリング
世界大会　金メダリストが教える！

6

見学会
　3/18(木)16：30～　　　　　　　　　　　無料

曜　日 木曜日

時　間
16：30～ 17：30
（4歳～小学生）

受講料 6,300円

講　師
河津　修一
（世界大会　金メダリスト・水野啓子バトンスクール）

体験レッスン
　3/16(火)16：30～（年長～小学3年生）・17：30～（小学4年生～小学6年生）
3/19(金)16：00～（年長～小学3年生）・17：00～（小学4年生～小学6年生）

火曜日

16：30～ 17：30
（年長～小学3年生）
17：30～ 18：30
（小学4年生～小学6年生）

金曜日

16：00～ 17：00
（年長～小学3年生）
17：00～ 18：00
（小学4年生～小学6年生）

受講料 週2回　4,200円

講　師
吉田　智晋
（財団法人　大阪合気会）

こども合気道
目指せ黒帯！

7

各1,050円

こどもフラダンス
思わず可愛い！

8

体験レッスン
　3/15(月)17：30～　　　　　　　　　1,050円

曜　日 第1・2・4月曜日

時　間
17：30～ 18：30
（4歳～小学生）

受講料 4,200円

講　師
中村　三千代
（フラハラウ　オ　カレイレファ）

体験レッスン
ミニキッズクラス 3/19(金)16：00～  1,050円

ジュニアクラス中級　※経験者対象
　木曜日 17：45～ 18：45（小学3年生～中学生）

スキルアップクラス ※テスト合格者のみ
木曜日 18：45～ 20：10（年齢混合）

ミニキッズクラス ※初心者対象　　　
　金曜日 16：00～ 17：00（年齢混合）

KIDSクラス初級 ※経験者対象　
　金曜日 17：15～ 18：15（4歳～小学生）

受講料 5,250円

講　師 ＫＩＮＹＡ（Ｋ2　dance-soul）

キッズファンク
仲良く　楽しく　時には厳しく

9

体験レッスン
　3/19(金)17：00～　　　　　　　 　1,050円

曜　日 第1・3金曜日

時　間 17：00～ 18：00（4歳～）

受講料 6,300円

講　師
翔田　ひかり　他
（翔田ひかり音楽院主宰）

キッズ和太鼓
打！打！打！気分爽快！

10

こどもピアノ（池田クラス）
個人レッスンで上達まちがいなしです

11

曜　日 水曜日

時　間
15：30～ 19：00の間
（各30分個人レッスン）

受講料 7,980円（年長～）

講　師
池田　路子
（関西歌劇団団員・関西歌曲研究会会員）

こどもピアノ（岩城クラス）
トツカ・ピアノ・メゾット

12

曜　日 土曜日

時　間
13：00～ 17：00の間
（各30分個人レッスン）

受講料 7,980円（3歳～）

講　師
岩城　喜美子
（うたまくら音楽教室専任講師）

こどもピアノ（和田クラス）
音楽の楽しみを知りましょう！

13

曜　日 第2・4火曜日

時　間
16：00～ 18：10の間
（各30分個人レッスン）

受講料 4,200円（4歳～小学6年生）

講　師
和田　恵子
（ピアノ講師）

こども生け花・未生流
草木とともに暮らす

14

体験レッスン
　3/17(水)　3/17(水)15：30～　　　    1,850円※花代含む

曜　日 第1・2・3水曜日

時　間
15：30～ 18：30の間
随時（小学生対象）

受講料 4,200円　※別途花代

講　師
西田　正甫
（未生流家元教授）

こども生け花・小原流
花への慈しみの心を養う

15

体験レッスン
　3/23(火)15：30～　　　　1,550円※花代含む

曜　日 第2・4火曜日

時　間
15：30～ 18：30の間
随時（小学生～中学生）

受講料 2,360円　※別途花代

講　師
大澤　豊和
（財団法人　小原流教授会特別会員）

こども書道教室（土屋クラス）
正しくきれいな字を書こう

16

見学会
3/21(日)10：30～・3/17(水)15：30～    無料

水曜日
15：30～ 17：30
（5歳～）
3,670円

第1・3
日曜日

10：30～ 12：30
（5歳～）
2.620円

講　師
土屋　春雷
（北水書会国際書芸サロン常任理事）

こども書道教室（林田クラス )
正しくきれいな字を書こう

17

見学会
3/20(土)13：00～                                   無料

曜　日 土曜日

時　間
13：00～ 16：00
（5歳～）

受講料 3,670円

講　師
林田　春虹
（日本書芸院審査員・墨滴会理事）

こども絵画・工作
創造力全開！　のびのび描こう

18

見学会
3/18(木)15：30～                                  無料

曜　日 木曜日

時　間
15：30～ 17：30
（年中～）

受講料 5,040円　※教材費別途

講　師
谷本　洋子
（東大阪市美術協会）

学研　科学実験教室
なぜ？　どうして？　を大切に

19

体験レッスン
　3/13(土)10：30～　　　 2,100円※教材費含む

曜　日 第2・4土曜日

時　間
10：30～ 12：00
（年中～小学生）

受講料 4,200円　※教材費含む

講　師 学研科学実験教室専任講師

ジュニア英語教室
楽しみながら覚える

20

体験レッスン
3/15(月)16：00～・17：00～・18：00～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　各1,050円

曜　日 月曜日（月3回）

時　間

16：00～ 16：50
（幼稚園）
17：00～ 17：50
（小学1年生～小学3年生）
18：00～ 18：50
（小学4年生～小学6年生）

受講料 6,300円　※教材費別途

講　師
ビビアン・ヒサノ
ミック英語講師

小学館の英語教室
総合学習教室

【お問合せ体験レッスン専用ダイヤル】

     0120－415861

※曜日・時間は別途お問合せ下さい。

受講料 6,300円～7,350円

講　師 小学館ホームパル専任講師

     0120－415861     0120－415861     0120－415861     0120－415861

キッズチアリーダー
チアで元気と笑顔を広げよう！

1

体験レッスン
　3/18(木)16：25～・17：30～　　各1,050円

曜　日 木曜日

時　間

16：25～ 17：25
（年中～小学3年生）
17：30～ 18：30
（小学4年生～中学3年生）

受講料 5,250円

講　師
西田　亜紀
（チアリーダークラブ　ＪＵＭＰＳ）

体験レッスン
　3/19(金)16：30～・17：30～　　各1,050円

曜　日 金曜日

時　間

幼児～小学生
16：30～ 17：30（初級）
小学生
17：30～ 18：30（中級）

受講料 5,980円

講　師
吉田　洋子・石田　ゆかり
（YOKOクリエイティブバレエ主宰／講師）

クラシックバレエ（吉田クラス）
豊かな感性と表現力・柔軟性を育てます

3

見学会
　3/20(土)16：00～・17：00～
3/24(水)16：00～・17：00～

曜　日 水曜日・土曜日

時　間

16：00～ 17：00児童科
（3歳～小学1年生）
17：00～ 18：00初等科
（小学2年生～小学6年生）
18：00～ 19：30中等科

受講料

週1回児童・初等科　5,980円
週1回中等科　7,030円
週2回児童・初等科　8,920円
週2回中等科　9,970円

講　師 赤松優バレエ学園専任講師

クラシックバレエ（赤松クラス）
未来のプリマをめざして

4

無料

体験レッスン
　3/20(土)10：00～・11：10～　　各1,050円

曜　日 土曜日

時　間

10：00～ 11：00
（小学3年生～小学6年生）
11：10～ 12：00
（4歳～小学校低学年）

受講料
小学3年生～小学6年生：5,770円
4歳～小学校低学年：5,250円

講　師

乾　由佳
（高校チアリーディングＪＡＰＡＮＣＵＰ優勝・大学世界大会優勝）

森下　直美
（こどもダンス研究会代表）

チアダンス
チアとダンスがドッキング！

2

体験レッスン
　3/21(日)14：00～　　　　　　　 　1,050円

曜　日 日曜日

時　間
14：00～ 15：00
（4歳～小学生）

受講料 5,250円

講　師
相原　儀雅
（アテネ五輪アジア予選日本代表）

テコンドージュニア
目指せオリンピック選手！

5

この講座は、ボウリングスペースhit内スタジオにてレッスン



小阪カルチャースクール

春から

小阪カルチャースクール

講座数170講座

250
クラス超！

☎06-6724-0372
w w w . k o s a k a - c u l t u r e . c o m

小阪カルチャースクール

入会金・事務手数料 無料

06-6724-037206-6724-0372

4 
まで

受講生募集中
体 験 レ ッ ス ン・ 見 学 会 3 月 5 日 よ り ス タ ー ト !!

小阪カルチャースクール小阪カルチャースクール

入会キ
ャンペー

ン

実施中

10:00 ～19:00
（日曜10:00 ～16:00）
10
（日曜（日曜

受付時間

P2～ P3

P4～ P5

P5

P5～ P6

P6～ P7

P7P7

P7

P7～ P8

15
カルチャースクールで開講中の書道・絵画・手芸・
お花の教室などから400点以上の作品を展示し
ます。また、ステージでは楽器演奏やダンスなど
の発表、作品の即売会や体験レッスンなど楽しい
催しが盛り沢山！是非、お越し下さい。

小阪カルチャースクール

春のおすすめ新講座春のおすすめ新講座春のおすすめ新講座春のおすすめ新講座・・・・・・・・・・・・

スポーツ・健康・ダンス・踊り・・・・・・・

文芸・語学・趣味・・・・・・・・・・・・・

音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

茶道・生け花・フラワーアレンジメント・・・

服飾・着付・・・・・・・・・・・・・・・・

手工芸手工芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美術・書道・・・・・・・・・・・・・・・・

3/27●土・28●日
10：00～17：00（28日は16：00まで）

発表展示会
事前にお電話または直接フロントにてご予約下さい。

子供サークルは
3/9(火)より体験受付開始

受講料は1ヶ月支払い、まずは始めてみませんか? （一部講座を除く）


