
●…アートを楽しもう！ ［語学・芸術講座］　●…楽しく運動しよう！ ［武道・スポーツ講座］　●…こども参加可能講座

くにづかカルチャーラボ　くにづかカルチャーラボ　
従来とは一味違う新しいカタチの
カルチャーラボが、いよいよ始動! !

多木佐瑤子ビーズサロン ●第②④火曜18：30～20：30　●一般社団法人生涯学習開発財団専任講師、STUDIO COLOR主宰　多木佐瑤子　●各3カ月13,200円

2021年春のおすすめピックアップ講座!!
R e c o m m e n d e d  c o u r s e s  f o r  s p r i n g  2 0 2 1

●第②④木曜10：15～12：15　
●ニューロン麻雀スクール講師　
　北川雅雄　
●1カ月4,400円

女性のための
麻雀入門

脳トレに最適！

講座
案内

2021春

K U N I Z U K A  C U L T U R E  L A B .  C O U R S E  I N F O R M A T I O N  2 0 2 1  S P R I N G  

アスタくにづか４番館に新しいコンセプトのカルチャースクールが誕生します。
目指すのは、新たな自分を発見できる“研究所”。気軽に参加できる講座や今までにないような講座に
どんどんチャレンジしてください！　これまで新長田の街づくりに携わってきた経験や
ノウハウを活かし、地域・街とも連携した生徒・講師の活躍の場も増やして参ります。 

楽しく学 べる！新しい自分を見 つける研 究 所！

電車でお越しの方へ
★JR・神戸市営地下鉄「新長田駅」から南へゆっくり歩いて7分
★市営地下鉄海岸線「駒ヶ林駅」から北へゆっくり歩いて3分
★神戸市バスご利用の場合「大橋５丁目」バス停から南へ徒歩3分

車でお越しの方へ
★アスタくにづか駐車場→国道2号「大橋4丁目」交差点南へ
★アスタプラザイースト・ウエスト駐車場もございます。
　※駐車料金の割引あり

〒653-0041 神戸市長田区久保町6丁目1-1

アスタくにづか4番館3階  

くにづかカルチャーラボ

インスタグラム☎078-646-6000
ご 予 約・問 合 せ

ア
ク
セ
ス

初めて入会される方は、入会金
5,500円（60歳以上と大学・専
門学校生以下は半額、会員の
同居家族は免除）、月会費440
円が必要です。（税込み価格）

2021年春の講座  
［入会と受講のご案内］

●くにづかカルチャーラボ会員以外の方は、受講料とは別に、入会金5,500円（60歳以上と大学・専門学校生以下は半額、会員の同居家族は免除）、月会費440円が
必要です。（税込み価格）●いずれの講座も電話またはインターネットでご予約のうえ、ご入会手続きをお願いいたします。●講座によってはすでに満席の場合があ
ります。●常設講座の教材費についてはお問合せください。●授業中の事故につきまして、当施設は応急処置以外の責任を負いません。ご同意のうえ、ご入会くださ
い。●最小開講人数に満たない講座は、開講を延期または中止する場合があります。●公開講座や期間限定(回数設定)講座を除き、原則として講座の修了期限は
ありません。●当施設はコンプライアンスプログラム(法令順守計画)を策定し、個人情報保護法および関連法令を遵守いたします。お知らせいただいた個人情報
は、適正に管理し、当施設および講師からの各種ご案内、お知らせの送付など、サービスの提供に必要な範囲で利用させていただきます。

2 0 2 1 年春の講座   ［入会と受講のご案内］

くにづかカルチャーラボでは、常設講座および公開講
座のご提案をお待ちしております。☎078-646-6000
まで、お問合せください。なお、くにづかカルチャーラ
ボでは、社内研修や各種講演会、セミナーなどの講師
をご紹介する「講師あっせん」業務を行っています。お
気軽にお問い合わせください。

講師募集

ホームページ
Website

instagram

ワイヤーレース・ジュエリー
パリ・オートチュクール
コレクションのセンスを
凝縮し、”編む”を追求し
た講座です。

かぎ針で編む
クロッシェカフェ
シュシュや帽子、小
さなバッグなど、素
敵な小物を制作し
ます。

マクラメフレーミング
アクセサリーディプロマ講座
マクラメで石を包むには時間とテク
ニックが必要でした。この講座では、
フレーミングテンプ ”プリネル™" を
使って早く石を包むテクニックが習得
できます。 見学有

見学有

ソフィスタイルジュエリークロッシェ

体験有

WIZ Style
ビーズアートステッチ
針と糸を使って編
むビーズアクセサ
リー講座です。

体験有 体験有

はじめてのかぎ針編み
～超入門編（全６回）～
かぎ針編みの超入門クラス。
本を読んでもわからなかった
編み方を目の前でわかりやすく
指導します。全６回
※期間限定講座

見学有

見学有オートクチュール刺繍とは、世界の様々な刺繍技法と素材で
オーダーメイドのドレスやバッグを装飾する技法のことです。

モードジュエリーメイキング
ワイヤーアーチストと
して活躍されている
余合ナオミさんデザ
インの作品が作れる
講座です。

見学有

体験有

オートクチュール刺繍アクセサリーディプロマ

脳のトレーニングとして人気の麻雀を始め
てみませんか？未経
験者から初心者を対
象に、ゆったりと楽し
みながら、ルールと
揃え方のコツを覚え
られる講座です。

●［火クラス］火曜18：30～19：30、
　［木クラス］木曜10：00～11：00
●綜合ヨガ講師  西山るり子　
●3カ月13,200円

呼吸、瞑想、整体の実技を中心に、身体の生
理機能を高め、心と体の癒しを体験していた
だきます。体力や柔軟性をつけるだけでな
く、健康的な身体づくりを
目指します。一日の疲れ
た心と体をいたわり、スト
レスに打ち勝つ気力や精
神力を養っていきます。
※女性限定講座

リラックスヨガ
女性のための
リラックスヨガ
女性のための

体験有

●第①③土曜10：30～12：00
●公益社団法人日本将棋連盟
　公認将棋普及指導員  井口高志
●3ヶ月11,550円

小学校6年生以下、初心者～5級位
のお子さまが対象です。初心者には
駒の動かし方から
指導いたします。
日本将棋連盟の
正式段級位の取
得も可能です。

新長田
こども将棋教室

こども初級クラス

●月曜17：30～19：00
●バランストレーナー  イケドノリコ　
●3ヶ月19,800円

カラダ・ラボ　
ストレッチ+
スタビライゼーション

体験有 体験有

●土曜9：30～12：30
●日本スポーツ協会
　公認指導者  石山景大
●1カ月5,500円

神戸を中心に活動中のフェン
シングクラブです。小学生から
成人の方ま
で、幅広い
年代の方が
楽しむことが
できます。

体験有

CRECER
フェンシング
クラブ

ボタニカルビーズアート
ボタニカルデザイン
でビーズアートス
テッチの基礎が体
系的に学べる講座
です。

マクラメジュエリー
マクラメ技法が短時間で効率よく学べます。体験有ビーズをレースに糸に通し、レース用のかぎ針を使って

編んでいきます。
体験有

チェインメイルジュエリー
金属製のジャンプリングを組み合わせて
チェーンを編んでいきます。

楽しみながらリズム感や音楽性を養い、バレエの基礎をしっかり 指導します。
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●水曜17：00～18：00（初等科）、
　　　18：10～19：10（児童科・トウ科）
●貞松・浜田バレエ団、
　バレエ学園専任講師  角　洋子　
●各3カ月23,100円

●土曜13：00～14：00（初等科）、
　　　14：00～15：00（児童科・トウ科）
●貞松・浜田バレエ団、
　バレエ学園専任講師  井上ひなた
●各3カ月23,100円

●第③木曜13：00～17：00
●日装コンサルト協会 手描染色専任講師  夢彩会主幹  塩谷睦世
　日装コンサルタント協会 手描染色講師　塩谷えみ
●3カ月13,200円

●3/23（火）10：30～12：00
●ユメールラボ代表  後藤恵子
●2,750円  ※持ち物：スマートフォン

スマホで撮った写真をアップして、夢
を叶えるインスタ生活を初めてみませ
んか！初心者でも簡単に楽しめます。
◎アカウントの登録◎プロフィール
設定◎投稿方法(写真･文章)◎ハッ
シュタグ＃◎いいね･フォロー･コメン
ト◎保存方法

1 インスタグラムの始め方と使い方
今さら聞けない！

（基礎編）

●3/18（木）10：30～12：30　●毎月１回開催
●JSIA寿司インストラクター協会認定
　飾り巻き寿司マスターインストラクター  辰巳温美
●4,400円（教材費含む）  
※持ち物：筆記用具、エプロン、持ち帰り用袋（巻き寿司2本入るもの）

切っても切ってもかわいい絵柄が
出てくる金太郎飴のような飾り巻
き寿司。おもてなしや、お子様のお
弁当にいかがですか？
◎3/18＝「チューリップ」「つくし」

5 飾り巻きずし
切って感動！

●3/17（水）、3/31（水）14：00～15：00
●介護予防＆健康体操指導者・
　ひもトレ伝導者  坂口敬朗
●2,200円　※持ち物：動きやすい服装、飲み物、タオル

ひもをからだにゆる～く巻くだけで、肩
凝り、腰痛、冷え性など、様々な効果が
期待できる健康法で、ご家庭でも即実
践できます。健康運動や介護予防体操
のスペシャリストが、楽しくお伝えいた
します。

10 ひもトレ健康体操
ひも一本で楽々からだケアー

●4/14(水）、4/28（水）13：00～14：30
●美Bodyインストラクター  Rika
●1,650円　
※動きやすい服装、飲み物、タオル、軍手

美ウォーキングで女性らしさを表現、後
半はグローブをつけてミット打ちに挑
戦！対極する動きのコラボで、くびれ、
美尻はもちろん、ストレス解消に最適
なプログラムです！

11 美Body＆やさしいキックボクササイズ
女性限定

●3/18（木）13：30～15：30
●日装コンサルト協会 手描染色専任講師  夢彩会主幹　塩谷睦世
　日装コンサルタント協会 手描染色講師  塩谷えみ
●3,650円（教材費含む）  ※持ち物：エプロン、ウエットティッシュ

日本の伝統文化「手描き友禅」
や「型染染色」を気軽に楽しんで
いただけます。サコッシュは裏表
に染色できます。お子様でも簡
単にできますので、是非親子で
チャレンジしてみてください♪

8 サコッシュとミニきんちゃくの型染体験
親子で参加OK!

●3/16(火）13：30～15：00
●メリアデザイナーズ代表、
　フラワーデザイナー、色彩士  住吉　恵
●4,950円（教材費含む）  
※持ち物：クラフトハサミ（細いワイヤーの切れるもの）、
　　　　  お持ち帰り用の袋

お盆に向けて、プリザーブドフラワーを
使った仏花をアレンジしていきます。水
替えなど手間いらず、お好きな色の花
を選んでアレンジしてみましょう。

9 仏花
プリザーブドフラワーで作る

一対でご希望の方は、材料費だけでOK!

●3/25（木）10：15～12：15
●ニューロン麻雀スクール講師  北川雅雄
●1,100円

点数計算などの初歩か
ら指導、脳のトレーニン
グとして人気の麻雀を
始めてみませんか？

6 女性のための麻雀入門
脳トレに最適！

●3/25（木）13：00～16：00
●ニューロン麻雀スクール講師  北川雅雄
●1,100円

点数計算などの初歩か
ら指導、脳のトレーニン
グとして人気の麻雀を
始めてみませんか？

7 女性のための健康麻雀
脳トレに最適！

●3/30（火）10：30～12：00
●ユメールラボ代表  後藤恵子
●2,750円  ※持ち物：スマートフォン

スマホで撮った写真をアップして、夢
を叶えるインスタ生活を初めてみませ
んか！初心者でも簡単に楽しめ、ビジ
ネスや集客にも活かせます。◎検索
方法（3つ）◎ビジネスアカウントへの
切り替え◎ストーリーズ作成◎ハイラ
イト作成◎スマホでの写真の取り方

2 インスタグラムの始め方と使い方
今さら聞けない！

（応用編）

●4/15（水）14：00～15：00  
●マジシャン  マジシャンそうた
●13,200円  ※教材費＝初回800円
●［1日体験］ 3/17（水）15：30～16：30  1,320円

3 マジシャンそうたの手品教室
（超簡単コース・一般）

身近なもので

（全6回コース）

マジシャンそうたの手品教室
（超簡単コース・小学生）

身近なもので

（全6回コース）

見学・体験から、はじめませんか？  ～見学・体験・公開講座は入会金不要～
☎078-646-6000●一部の講座を除き、毎月ご入会いただけます。講座の受講、体験、見学は予約が必要です。　

●電話またはインターネットでご予約ください。　●常設講座の教材費については、お問合せください。
※記載している金額表示はすべて消費税10％を含んだ金額です。

●4/15（水）15：30～16：30  ●マジシャン  マジシャンそうた
●13,200円  ※教材費＝初回800円
●［1日体験］ 3/17（水）15：30～16：30  1,320円

宴会や友人が集まった場で、ちょっと
した手品が披露できたら…この講座
では、初心者でも、どこにでもある日用
品を使って、超簡単にできる手品が盛
りだくさんなので、それを実現するこ
とができます！手品を習得して、周りの
人をアッと驚かせましょう！
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入会金・月会費不要！！
くにづかカルチャーラボ会員以外の方も
ご参加いただけます。いずれも予約が
必要です。（☎078-464-6000）

参加可能講座

こども

体験有 体験有

時間と共に変化する女性のカラダ。いつまで
も自分の足で歩くために、継続したメンテナ
ンスが必要です。ストレッチでゆるめの、スタ
ビライゼーション(体幹ト
レーニング)でゆるやかに
鍛えます。漢方のケアも取
り入れたボディケアすこや
かに過ごす毎日。
It's so beautiful life! 

※最新情報はホームページをご確認ください。

●火曜16：30～17：20
●関西児童英語研究会  
　柳本久見子
●3カ月13,200円

お子さんのレベルに合わせ
て指導いたします。中学英
語の先取りとして楽しく学
べます！
※毎年8月は休講です。

体験有

7 小学生のための英語
ゲームや歌で楽しく！

（小学校低学年対象）

手先が不器用でも全く問題あ
りません！マジックを通して楽
しんでもらいたいと思う気持
ちが大切だと思っています。
一緒に「不思議な世界」を広
めていきましょう。

こどもクラシックバレエ
（３歳児～小学生対象）

体験有

●第①③金曜15：50～16：50
●日本将棋連盟
　公認将棋普及指導員  宮崎真耶
●3カ月14,850円

駒の動きがはじめての方向けの
講座です。将棋の戦い方だけで
なく、将棋界のお話を交えた楽
しい講座です。

8 新長田こども将棋教室
こどもはじめてクラス

●第①③金曜17：00～18：30
●日本将棋連盟
　公認将棋普及指導員  宮崎真耶
●3カ月14,850円

実践を通じて将棋の戦い方を
学びます。将棋のマナーも大事
にしています。

9 新長田こども将棋教室
こども実践クラス

●月曜17：25～18：55
●総合武道流水会副会長  上村敏夫　
●3カ月18,150円

受身、投技、関節技、固技、絞技、当身技から成り立って
います。相手の力を利用して流れに逆らわず技をかけ
ることができるので、年齢男女を問わず誰にでも合気
道の技と礼儀作法が学べます。合気道により身心を鍛
え、礼儀正しく、集中力と健康で力強い動作が身に付
き、子どもの護身術としても役立ちます。

体験有

10 こども合気道・護身術
小学生対象

体験有

●第①③月曜15：00～15：50
●えとうかずなり　
●1カ月3,300円

色と友達になろう！

5 こども絵画教室
（２歳児～幼稚園児対象）

体験有

●第①③月曜16：00～17：30
●えとうかずなり　
●1カ月3,520円

色と友達になろう！

6 こども絵画教室
（小学１～６年生対象）

「もじ文字クラブはじまるよ～」大人
も子どももみんなあつまれ～！かん
じ大好きあつまれ～！白川静先生
の文字学に基づき、古代文字の成
り立ちを楽しく学べます。

●第①③水曜15：00～16：30
●白川静漢字教育賞優秀賞
　「ものしり文字会」主宰  藤田美佐子（而響）
●3ヶ月9,900円

体験有

1 文字であそぼう♪

本格的な日本伝統文化の“手描き友禅染め”から、手
軽に出来る“型染め染色”を小物、服飾、インテリアな
どの布に描く事が出来ます。絵心のない方、初めて染
色をされる方、男性、女性、外国人の方にも楽しんで
頂ける教室です。お気軽にご参加ください。

体験有

2 手描き・型染め染色
気軽に楽しめる

●第②④土曜13：30～17：30
　（1人30分）
●ピアノ講師  山口多香子
●各3カ月13,200円

弾きたい曲が弾けるようになる！
はじめての方から本格派の方ま
で、それぞれのレベルに合わせた
レッスンです。好きな曲をレパー
トリーにしましょう。（1人30分）

体験有

3 楽しいピアノレッスン
キッズも大人も！

個人レッスン/１人30分

※写真：楽習フォーラムより

［受付時間］ ●月～金 9：30～19:00  ●土 9：30～17:00

アスタ
くにづ

か

4番館
3階  

くにづかカルチャーラボ　くにづかカルチャーラボ　

［受付時間］ 
●月～金 9：30～19:00
●土 9：30～17:00

2 0 2 1 年 春 の

公開講座



●第①③金曜14：00～17：00（1人30分）
●神戸芸術文化会議会員、日本作詩家協会会員、
　日本作曲家協会会員、ヴォーカリスト  猿渡由利子
●3カ月16,500円

各自の希望に合わせたレッスンです。発声練習
からしっかり行い、ピアノ伴奏で、楽しく歌いま
しょう。リズム感を鍛えていくことでアンチエイジ
ング、脳トレにもなりますよ。唱歌、歌謡曲の他、
英語で歌いたい方は、発音も詳しく指導します。

体験有

●第②④木曜13：00～14：30
●オカリナ奏者  永澤　学
●3カ月16,500円

オカリナは、とても温かく、
素朴で心に響く音色を持っ
ています。癒しの音色を楽し
みましょう。

体験有

●第①③水曜13：30～15：00
●兵庫話し方・マナーアカデミー代表  加納あこ
●3カ月13,200円

「話を聞いてもらえる人になる！」為
に、感じの良い印象・声に整え、わか
りやすく話せるようスピーチで実践
練習します。人前で話すことが不安
な方、コミュニケーションを改善した
い方、面接対策にもオススメです。

体験有

14

体験有 体験有
体験有 体験有 体験有

見学有

3
楽譜が読めるようになり、リズ
ム感もしっかり習得。自動伴
奏機能を使って伴奏を付ける
方法も学びます。

体験有

9

見学・体験から、はじめませんか？  ～見学・体験・公開講座は入会金不要～ ☎078-646-6000
●一部の講座を除き、毎月ご入会いただけます。講座の受講、体験、見学は予約が必要です。　●電話またはインターネットでご予約ください。　●常設講座の教材費については、お問合せください。　※記載している金額表示はすべて消費税10％を含んだ金額です。

語学・芸術講座

アートを
楽しもう！

武道・スポーツ講座

楽しく
運動
しよう！

音楽・演奏講座

楽器
演奏に
挑戦！ 

体験有 体験有 体験有

体験有

体験有

●第②④火曜15：20～16：20
●関西児童英語研究会  柳本久見子
●3カ月9,900円

中学英語のレベルか
ら始める入門クラスで
す。簡単な日常会話を
中心に、文法の学習も
交えながらレッスンを
進めていきます。

やさしい英会話
中学英語からはじめる

体験有

1

●第②④土曜10：00～11：20
●アサノスタディ講師  谷角順子
●3カ月12,474円

中学英文法の基礎
から学びます。指名
やテストはありませ
ん。一緒に楽しい
レッスンを始めま
しょう！

大人のための中学英語
（ステップ①）

見学有

大人のための中学英語
（ステップ②）2

●第②④土曜11：30～12：50
●アサノスタディ講師  谷角順子
●3カ月12,474円

中学英文法の基礎
から学びます。指名
やテストはありませ
ん。一緒に楽しい
レッスンを始めま
しょう！ 見学有

3

●第①③木曜13：30～15：00
●英会話講師  齋藤　渉
●3ヶ月13,200円

英文法から英会話へ！よく
使う表現をもとに、楽しく
英会話を学びます。海外
旅行の前に肩慣らし、英
語を一から始めたい方に
ピッタリの講座です。

体験有

4 基礎から学び直す楽しい英会話
成人から始める

●第①③金曜13：00～15：00
　※4月以降開講予定
●日本植物画クラブ会員  かなうみすゑ子　●3カ月14,850円

植物の美しさは人の心をやさしく包みま
す。植物の不思議な世界を観察しなが
ら、楽しく描いていきましょう。野の花に
も不思議の世界があり、虫眼鏡を使って
観察してみると、これはまた違った世界
を垣間見ることができます。

見学有

5 ボタニカルアート
植物の不思議な美しさ

●第①③木曜13：30～15：30
●切り絵クラブ志刀会主宰  妻木敏彦
●1カ月3,960円

写真を原画にするので、絵が描けな
くても大丈夫です。最初は小作品の
模倣から入ります。自分で撮影した
写真を基に、お気に入りの風景やお
孫さんの似顔絵など、素敵な作品が
どんどん作れます。

楽しい切り絵

体験有

6

●第②④土曜14：00～17：00
●煒翔会主宰  能面師  中煒能翔
●3カ月26,400円

“打つ”とは精神を打つことで
す。一枚の木から彫刻し、彩
色、毛書き等をして彫刻と絵画
が一つの面（おもて）になって、
独自の美の世界をつくります。

能面を打つ

見学有

7

●第②④火曜13：30～15：30
●日本てまりの会教授  高城ちづ子
●1カ月3,850円

楽しく頭の体操をしましょう。美
しい色糸を使い、日本古来から
の伝統工芸をあなたの手で！
最近では、海外にも紹介され、
高く評価されています。また、
お土産に最適です。

手まりづくり
絹糸の色彩を楽しむ

体験有

8

●第④金曜10：00～12：00
●ふしぎな花倶楽部インストラクター  黒井正子
●3カ月8,250円

ふしぎな花倶楽部の押し花は、「好きな作
品を作る」をモットーに、自然の花の色、か
たちを長期間楽しめる方法を学びます。ハ
ガキ作りから額作りまで、押し花に関するい
ろいろな技法を指導します。庭の花や野の
花をインテリアアートに変えてみましょう。

ふしぎな花倶楽部
～押し花アート～9

●第②④水曜13：30～15：30
●ARIZ主宰、ビーズインストラクター  寺西かずこ
●3カ月13,200円

タティングレースはレース編みの一種
で、シャトルという道具を使います。17
世紀からヨーロッパで発達し、日本で
も明治時代からシャトルが販売され、
歴史の長いクラフトです。講座ではタ
ティングレースとビーズを組み合わせ
て、アクセサリーを作ります。

憧れのタティングレース10

体験有
●第①③火曜13：00～15：00
●Hawaiian Quilt Studio Nai'a主宰　  福岡裕子
●3カ月13,200円

一枚の布を折りたたんで
カットし、キルトをするのが
ハワイアンキルトの特徴で
す。ポーチ、バッグ、タペス
トリーなど作りたいものを
自由に作っていきます。

ハワイアンキルト

体験有

11

●第②④木曜13：30～15：30
●パッチワークアトリエ「Honey Bee」主宰　  井髙美保
●3カ月13,200円

カリキュラムにそって、ご自身の好みに合わ
せながら作品を作っていきます。初級の段階
ではキットを用意しますが、その後は自分の
色彩感覚にあった布合わせを楽しんでいた
だくため、各自で布集めをしていただきます。
中級後半より小作品を作りながら、大作
（ベッドカバーなど）にとりかかっていきます。

パッチワーク（初級）

見学有

12

●第②④木曜13：30～15：30
●パッチワークアトリエ「Honey Bee」主宰　  井髙美保
●3カ月14,850円

カリキュラムにそって、ご自身の好みに合わ
せながら作品を作っていきます。初級の段階
ではキットを用意しますが、その後は自分の
色彩感覚にあった布合わせを楽しんでいた
だくため、各自で布集めをしていただきます。
中級後半より小作品を作りながら、大作
（ベッドカバーなど）にとりかかっていきます。

パッチワーク（中級）

見学有

13 好感度があがる話し方
（グループレッスン）

●第①③水曜10：00～12：00
●アトリエ楓主宰  浅田雅子　●3カ月13,200円

はじめての方でも大丈夫！焼
成すると純銀になる銀粘土
やガラスを使って、ピアス、指
輪、ペンダントトップ、ブロー
チ、帯留めなど、おしゃれなシ
ルバーアクセサリーを作りま
しょう。資格取得も可能です。

15 本格シルバーアクセサリー
今注目！粘土でつくれる

●第①③水曜13：30～15：30
●アトリエ楓主宰  浅田雅子　●3カ月13,200円

なめらかな樹脂粘土を使って、生花
のようにナチュラルで美しい花たちが
生まれます。軽くて色あせせず、水も
使わないのでどこにでも飾れ、インテ
リアや仏花、プレゼントとしても人気
があります。型紙などを用いて作るの
で簡単で美しい仕上がりです。

16 クレイフラワー
手作りの花で彩る暮らし

●第①金曜13：30～15：30
●KOBEパールコレクション代表  所神根孝二　●3カ月6,600円

真珠屋さんが講師なので、少し古くなっ
たネックレスを念珠にリメイクしたり、様々
なバリエーションへとイメージを変えなが
ら製作できます。昔のデザインだから…、
冠婚葬祭にしか使わない…とご自宅で
眠っている真珠のネックレスやイヤリング
を素敵なパールアクセサリーにリメイクし
ましょう！真珠の知識なども学べます。

17 パールアレンジ＆リメイク
真珠屋さんに習う

●第①金曜10：30～12：00
●関西バルーンアート協会、
　MAMA’S HOUSE代表  高木奈緒子
●6カ月15,840円

いろいろな風船の組み合
わせで、カラフルな作品を
楽しく作りましょう。かわい
い動物やキャラクターなど
が簡単に出来上がります。

簡単♥バルーンアート
シニアにも人気！18

体験有

●第②④木曜13：00～16：00
●ニューロン麻雀スクール講師  北川雅雄
●1カ月5,500円

脳のトレーニングとして
人気の麻雀を始めてみ
ませんか？基本ルールが
わかる方を対象に、上手
に役を作るコツや点数
計算などを教わりながら
楽しめる講座です。

女性のための健康麻雀
脳トレに最適！19

●第②④金曜
　13：00～14：00
●日本将棋連盟公認将棋普及指導員  
　宮崎真耶　●3ヶ月13,200円

駒の動きがはじめての
方向けの講座です。将
棋の戦い方だけでな
く、将棋界のお話を交
えた楽しい講座です。

新長田  はじめての
大人将棋教室（入門）20

●第②④金曜
　14：10～15：40
●日本将棋連盟公認将棋普及指導員  
　宮崎真耶　●3ヶ月19,800円

駒の動き方は知って
いるが、そのあとどう
戦って良いかわからな
いといった初心者、初
級者向けの講座です。

新長田  はじめての
大人将棋教室（初級）21

体験有●第①③木曜18：30～20：00
●手話で教えるパソコンスクール
　主宰  佐々木義夫
●6カ月全12回19,800円

初対面のあいさつから季節・天
気・家族・年令・時間など聴覚
障害者とのコミュニケーション
がスムースにできるように指導
いたします。※期間限定講座
★6カ月全12回コース。

●第②火曜13：30～18：00
●メリアデザイナーズ代表、フラワーデザイナー、色彩士  住吉　恵
●3カ月8,250円

自然の風合いを残したまま美しさを保つことが
できる、手間いらずなお花です。プリザーブドフ
ラワーの魅力は、色の組み合わせと色遊び。 毎
回、何十種類もの中からお好きな色を選んで
いただきます。カラーの知識を身につけなが
ら、色の持つパワーを作品に生かし、アレンジ
を楽しみませんか。※資格取得も可能です。

プリザーブドフラワー
色が選べる

アレンジメント
25たのしい水彩画23

●第②③④水曜10：00～12：00
●日本習字  石川邦子
●3ヶ月14,850円　※5月から開講予定

筆ペンやボールペンできれいな字が書けた
ら、その人の印象まで変わります。冠婚葬祭の
表書きや手紙など、いざというときに慌てるこ
となく美しい文字が書けるように練習します。
楷書の基本練習から手紙文等の連綿を交え
た行書まで学びます。※日本習字の段級位認
定をご希望の方は相談に応じます。

楽しいペン習字28はじめての手話入門
（6カ月全12回コース）

22

体験有●第①③月曜13：30～15：30
●神戸芸術文化会議  
　美術部門会員  猿渡由利子
●3ヶ月13,200円

初めて絵に取り組まれる方にも
わかりやすく基礎からていねい
に指導します。経験のある方は
さらにレベルアップを目指して
楽しく描いてゆきましょう！

たのしい墨彩画24

体験有●第①③月曜10：30～12：30
●神戸芸術文化会議  
　美術部門会員  猿渡由利子
●3ヶ月13,200円

手本を見ながら描く･･･あるいは
ぬり絵のような感覚で、絵が好き
でカンタンに描いてみたい方に
ぴったりです。季節の花や風物
の癒しの絵を楽しみましょう。

プリザーブドフラワー
の加工技術を習得しな
がら、アレンジも学びま
す。※資格取得も可

●第②火曜
　13：30～18：00
●メリアデザイナーズ代表、
　フラワーデザイナー、色彩士  住吉　恵
●6カ月16,500円

26 プリザーブドフラワー加工技術

●第②火曜16：00～18：00
●メリアデザイナーズ代表、
　フラワーデザイナー、色彩士  住吉　恵
●3カ月8,250円

16世紀イタリアの家具職人が日本
の漆塗りの誤報を模して始まった
と言われている伝統工芸を現代風
にアレンジして作品を作ります。

イタリアン・デコパージュ
くらしに役立つ27

●第①金曜10：00～12：00（1人30分）
●神戸芸術文化会議会員、日本作詩家協会会員、日本作曲家協会会員、
　ヴォーカリスト  猿渡由利子　●3カ月8,250円

初めての方にもできる作詞・作曲の方法
を分かりやすく指導します。各自の希望に
合わせたレッスンです。希望者は日本作
詞家協会、日本作曲家協会などのコンペ
にチャレンジできます。オリジナルCD音源
制作・カラオケ配信もお手伝いします。

はじめての作詩・作曲
～プライベートレッスン～

説明有

1

●第③金曜10：30～12：00
●日本作詞家協会会委員、日本作曲家協会会員、
　日本音楽著作家連合会員  猿渡由利子　●3カ月8,250円

唱歌やみんながよく知っている歌謡
曲を歌いながら表情筋も鍛えて明る
い表情やアンチエイジングを目指しま
しょう！歌いながらの手遊びで脳トレ
にもなります。いつまでも若くはつら
つと～！

ピアノ伴奏でみんなで歌おう

体験有

2

ピアノ伴奏で楽しく歌おう！
～プライベートレッスン～

4

●第②④金曜13：00～14：30（中級）
　第②④金曜14：30～16：00（初級）
●樋口音楽教室主宰、ヤマハ認定指導者  樋口晴美
●3カ月13,200円

シニアのためのキーボード

●第②④金曜10：00～11：00（初級）
　第②④金曜11：00～12：00（中級）
●樋口音楽教室主宰、ヤマハ認定指導者  樋口晴美
●各3カ月9,900円

5 気軽に大正琴

ジャンルにこだわらず、弾きや
すい曲や美しい曲を選曲し、基
礎からていねいに
指導します。

体験有

●第②④金曜16：00～17：00
●樋口音楽教室主宰、
　ヤマハ認定指導者  樋口晴美
●3カ月13,200円

ピアノに縁がなかった方も、大丈
夫！好きな曲が、楽しく弾けるよう
になります。
※3歳～一般の方対象

キャンセル待ち

6 憧れのピアノレッスン
好きな曲を、楽しく！

個人レッスン/１人30分

●第②④水曜13：30～15：00
●Guitar Entertainment Network｢GEN｣会員  前畑邦彦
●3カ月16,500円

メロディも伴奏もギター１本で演奏でき
るのが魅力。色褪せることのないあの名
曲を自分の音で奏でてみましょう。ギター
などお持ちでない方は、まず手ぶらで来
て頂いてかまいません。
※楽器貸出可(有料・教室内での使用のみ)

アコースティック＆クラシックギター
名曲を奏でよう！

体験有

7

●第②④月曜17：00～18：30（経験者）
　第②④月曜18：30～20：00（初心者）
●琉球民謡協会教師  里村浩子　●各3カ月16,500円

音色のやさしい三線を弾きながら沖縄民
謡を唄います。初心者の方でも大丈夫で
す！必ず弾けるようになります。持ち方、譜
の読み方など基礎から指導します。三線の
音色で心癒しながら始めてみましょう。
※三線は貸出可（教室内での使用のみ）

三線で奏でる沖縄民謡

体験有

8

●第①③月曜16：00～21：00
　（1人60分）
●竹琳軒大師範  藤原げん山
●3カ月9,900円

幽玄で心癒される音色を奏でま
しょう。古典から現代曲まで、基礎
から丁寧に指導します。

11 新都山流・尺八
幽玄で心癒される音色

(個人レッスン／1人60分)

●第②④木曜14：30～15：30
●オカリナ奏者  永澤　学
●3カ月13,200円

オカリナは、とても温かく、
素朴で心に響く音色を持っ
ています。癒しの音色を楽し
みましょう。

心に響くオカリナ（初心者）
癒しの音色

体験有

10心に響くオカリナ（経験者）
癒しの音色

●木曜11：20～12：20
●綜合ヨガ講師  西山るり子　
●3カ月13,200円

年齢に関係なく、その人に合った行
法を無理なく行いながら、ストレスや
運動不足、病気に対する不安を解消
していきます。正しい呼吸法ととも
に、自律神経を整え体力と健康への
自信をつけましょう。
※女性限定講座

氣・ヨガ健康法
女性のための2

●②③④火曜10：00～11：45
●E・Y・E　SALA主宰、
　自力整体ナビゲーター  森寺悦子　
●3カ月18,150円

姿勢を整えて、痛みを解消！歪み
を取りながら気の流れを良くし、
痛みを解消していきます。体温
が上がり、免疫力もアップ！老化
防止にも役立ちます。

自力で整体・身体のケア
姿勢を整えて、痛みを解消！3

体験有 ●第②④月曜11：00～12：00
●出張整体めばえ主宰、健康運動指導士  飯田あや
●3カ月11,880円

人生100年なり、ますます介護を受けない身
体づくりが必要です。固くなった筋肉や眠っ
ている筋肉、減ってしまった筋肉をストレッ
チで刺激し、運動で目覚めさせて増やすこと
で身体が整い動ける身体になっていきます。
元気で自立した生活を目指して「ゆる～い体
幹ストレッチ」からはじめましょう。

ゆる～い体幹ストレッチ4

体験有 ●第②④金曜10：00～12：00
●てんこchan体操代表  米澤典子
●3カ月12,210円

身体の左右のバランスを調整してから
体操を行うことにより効果的に身体に
作用し代謝が良くなり自然治癒力が
高まります。動きは簡単で日常生活の
中、ご自身のペースに合わせて行うこ
とができます。※女性限定講座

5

体験有

ゆうわ健康体操
ー内臓機能活性法ー

体験有

●第①③月曜10：30～11：45
●綜合ヨガ講師  西山るり子　●3カ月9,240円

マインドフルネスとは、今ここにただ
集中している心のあり方。雑念を持た
ずリラックスして自分自身の静かな中
心を見い出していこうとするもので
す。緊張を手放せない体をいたわり、
自分にも他人にもやさしい気持ちに
なれるやすらぎのひとときを、共に過
ごしましょう。※女性限定講座

リラックスヨガ（月クラス）
マインドフルネス

体験有

1

太極拳＆太極扇
（火クラス）

太極拳＆太極扇
（木クラス）

●木曜  9：40～11：10
●NPO法人神戸太極拳協会認定指導員  住谷和子
●3カ月9,900円

太極拳は約二千年前から中国に伝わる導引（スト
レッチ）、吐納（呼吸法）、伝統医学（漢方）、道教の
養生思想等と結びつき、生命エネルギーである
「気」のトレーニングを取り入れた護身武術・健身
法として発達してきました。身体をゆるめてリラッ
クスする感覚、さまざまな身体のバランス感覚を
養い、健身効果を高めることを第一に指導します。

体験有

9

●水曜19：15～20：15
●貞松・浜田バレエ団、
　バレエ学園専任講師  角　洋子
●3カ月23,100円

バレエは何歳からでも始めら
れます。新しい自分を発見し
ながら、心と身体のきれい・
元気を手に入れてください。

体験有

13 クラシックバレエ（水クラス）
大人のための

●①第①③金曜9：45～10：45
　②第①③金曜 11：00～12：00
●日本3B体操協会公認指導者  赤松佐智
●1カ月3,300円　※4月から開講予定

3B体操の手具を使って誰でも
できる楽しい体操です。音楽に合
わせて無理なく楽しく身体を動か
しながら、筋力・柔軟性・バランス
力を高めていきます！

20 健康体操（3B体操）①、②
70歳からはじめる

●第①③金曜12：25～13：25
●ヨガインストラクター  松尾弘典
●3ヶ月9,900円

前半はPOPな音楽に合わせて格闘技の
基本動作を練習し、後半は使った筋肉を
ゆっくりほぐすリラックスヨガの講座で
す。脂肪燃焼とストレス発散で、心地の良
いプログラムです。

体験有

21 ボクササイズ＆ヨガ
楽しく踊る

●第①②④水曜10：30～12：00
●バランストレーナー  イケドノリコ
●3ヶ月14,850円

時間と共に変化する女性のカラダ。いつ
までも自分の足で歩くために、継続したメ
ンテナンスが必要です。ストレッチでゆる
め、体幹トレーニングでゆるやかに鍛えま
す。漢方のケアも取り入れ、すこやかに毎
日を過ごすためのボディケア。

体験有

19 ストレッチ＋体幹トレーニング

●土曜15：00～16：00
●貞松・浜田バレエ団、
　バレエ学園専任講師  井上ひなた
●3カ月23,100円

バレエは何歳からでも始めら
れます。新しい自分を発見し
ながら、心と身体のきれい・
元気を手に入れてください。

体験有

14 クラシックバレエ（土クラス）
大人のための

●第①③金曜18：30～19：30
●Yumi Belly Dance講師  Yuki　●3カ月13,200円

アラブ独特の妖艶な曲に合わせて踊るベリーダンスの基本
から、身体の使い方までしっかり指導しますので、はじめての
方でも楽しめます。主に、お腹・二の腕・お尻が鍛えられ、身
体が引き締まるのを実感していただけます。続けていくうち
にインナーマッスルも鍛えられ、美しい姿勢も手に入れること
が出来ます。体を動かしたい方、ストレス発散したい方、美意
識を追求したい方、様々な要望に応えられるレッスンです。

16 はじめてのベリーダンス

●金曜10：30～11：50
●宝塚ダンススタジオ所属  髙田万記人
●3カ月11回20,570円

ワルツ、タンゴ、ルンバが中心のレッス
ンです。基本ステップや立ち方、組み
方、脚の使い方などを現役のプロ競技
選手がレッスンします。これから始める
方はもちろん、上手く踊れないとお悩み
の経験者の方もお待ちしています。

見学有

15 社交ダンス

●月曜
　19：00～20：30
●総合武道流水会副会長  上村敏夫
●月４回＝3カ月18,150円

相手の力を利用して、
流れに逆らわない技を
練習します。力に頼らな
い護身術を身に付ける
ことができます。

体験有

17 合気道・護身術（月4）（中学生～一般）

●第②④月曜
　19：00～20：30
●総合武道流水会副会長  上村敏夫
●月２回＝3カ月9,075円

相手の力を利用して、
流れに逆らわない技を
練習します。力に頼らな
い護身術を身に付ける
ことができます。

体験有

18 合気道・護身術（月2）（中学生～一般）

●第①③水曜15：00～16：30
　第②④水曜15：00～16：30
●Basic Ballet Class  方岡直実
●1カ月3,300円

正しいレッスンを積み重ね、自分
と向き合いながら美しい身体を
手に入れてみませんか。
※女性限定講座
※経験者クラス

体験有

12 大人のためのバレエ（トウシューズクラス／女性対象）

体験有

●木曜14：00～15：30
●藤田佳代舞踊研究所教師  向井華奈子
●3カ月18,150円

バレエの基礎をアレンジした
簡単なエクササイズです。普
段何げなく行っている動作も、
より磨かれていきます。健康で
美しい体を目指します！
※女性限定講座

バレエエクササイズ

体験有
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●火曜18：00～19：20
●NPO法人神戸太極拳協会認定指導員  
　阿野千春
●3カ月11,550円

ゆったりとした動きで気
血を整え、内臓を調節し、
足腰の持久力を穏やか
に鍛えて、体の内外の健
康増進を図ります。

24式太極拳＆32式太極剣

体験有

7

●火曜19：30～20：50
●NPO法人神戸太極拳協会認定指導員  阿野千春
●3カ月11,550円

8
太極拳は約二千年前から中国に伝わる導引（スト
レッチ）、吐納（呼吸法）、伝統医学（漢方）、道教の
養生思想等と結びつき、生命エネルギーである
「気」のトレーニングを取り入れた護身武術・健身
法として発達してきました。身体をゆるめてリラッ
クスする感覚、さまざまな身体のバランス感覚を
養い、健身効果を高めることを第一に指導します。

体験有

Modernバレエ・ストレッチ
美しい姿勢を保つ

（女性対象）

●木曜19：00～20：30
●河合美智子モダンダンススタジオ
　専任講師  佐野和子
●1カ月4,840円

モダンバレエのしなやかな動きを
ストレッチに取り入れ、美しい体の
ラインを目指します。
※女性限定講座 体験有
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●木曜19：00～20：30
●河合美智子モダンダンススタジオ
　専任講師  佐野和子
●1カ月6,050円

バレエの技法を用いな
がら、クラシックでは表
現できないストーリー
性のある踊りや表現方
法を身に付けます。

Modernバレエ・ダンス

体験有

11

［受付時間］ 
●月～金 9：30～19:00
●土 9：30～17:00


