
この度、（公財）神戸市スポーツ協会・（公財）神戸YMCA・（株）アシックス共同企画が指定管理者として運営してまいりました当センターは、
　令和2年4月1日より(公財)神戸市民文化振興財団が新たに指定管理者として運営することになりました。

https://www.kobe-bunka.jp/ （令和2年4月1日より）

TEL 078-791-0840 FAX 078-792-0700 http://www.kobe-spokyo.jp/kitasuma/

〒654-0154 神戸市須磨区中落合3丁目1-2◆第1・3・5月曜日休館
管理・運営【（公財）神戸市スポーツ協会・（公財）神戸YMCA・（株）アシックス】

神戸市立 北須磨文化センター

申込締切日

窓口での申込

受講者決定について

受講の可否の通知は、
封書またはハガキでお知らせします。

●申込が定員を超えた講座は、抽選を行います。
●申込が定員を超えない講座は、先着順で随時申込を受け付け、
　定員に達した時点で締め切ります。

●当選者の方に、受講決定のお知らせと振込用紙をお送りします。
　コンビニエンスストアにて期日までにお支払いください。

申込期間を過ぎましても、定員に達していない講座に関しては途中入講を受け
付けております。（講座内容により一部途中入講できない講座もあります。）

●受講料の返金は原則行っておりません。内容と日程をよくお確かめのうえお申込みください。
●都合により講師が代わる場合があります。●応募者の少ない講座については休止することがあります。

受講料の支払方法

途中
入講
注意
事項

備え付けの申込用紙にて、受付を行います。

ハガキでの申込

申込方法

講座申込書 はがき貼付用紙

講 座 名

講座番号

〒

年　　月　　日（　　歳）
大 平
昭 令

ふ り が な

講座名

生年月日

電話番号

氏 　 名 男・女

住 　 所

年　　　月　　　日

北 須 磨
文化センター

令和2年3月3日（火）【必着】

〒654-0154  神戸市須磨区中落合3丁目1-2
北須磨文化センター　講座事業係
※FAXによる申込はできません。

左の 講座申込書 を切り取り、必要事項を
ご記入のうえ、ハガキに貼付けて、下記ま
で郵送ください。
※複数の講座をお申し込みの方はその旨ご記入下さい。

神戸市立北須磨文化センター2020年

春季
講座

令和2年3月31日まで

指定管理者変更のお知らせ

（令和2年3月31日まで）

N北須磨
文化センター

山麓バイパス

クリーン
センター

落合池

●北須磨支所

名谷駅

地下鉄「名谷駅」下車、北へ徒歩7分

須磨料金所
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月見山
ランプ●須磨パティオ

落合中央公園

市営地下鉄

妙法寺
板宿

JR新長田

令和2年度 春季講座募集のご案内
北須磨文化センター

北須磨スイミングスクール
空き状況については、お問い合わせ下さい

お申込み・お問い合わせはお電話で、

幼児（４～小２） 小学生（小１～６） 障がい児親子※

16：00～17：10火～金曜日 17：15～18：30 16：１５～17：1５

入会金

週１回コース 週２回コース

４，40０円 7,04０円

３，30０円

月会費

年会費

３，30０円

Tel.078-791-0840まで

※障がい児親子教室の開講は木曜日のみとなります。 

北須磨文化センター フリーマーケット開催
衣類・食器・おもちゃ・雑貨、手作り小物等、一般の出店者様
約20店が出店。ぜひ遊びにきてください。

1階ロビー・展示コーナー

リサイクル品
子供服

手作り小物
アクセサリー等

令和2年3月7日（土）
10：00～15：00

日　　　時

会　　　場

出　品　物

初心者を対象に、は
がき絵で花や風景な
どを描きます。水墨
画は墨彩の美や濃・
淡の美しさを追求し
てください。

第1・3金曜日/13：30～15：30（10回）
定員：20名/受講料：9,700円（材料費等実費）

はがき絵と水墨画
日本水墨画協会　三滴会
福田　浪舟

美術
絵画
4/3～

1

絵が苦手な人でも手
軽に描けるのが魅力
です。暮しの中にある
小さな感動を絵と言
葉で表現。筆と墨、他
に鉛筆、ペン、割箸ク
レパスを使います。

第2・4水曜日/13：30～15：30（10回）
定員：20名/受講料：11,000円（材料費等実費500円程度）

絵手紙
日本美術家連盟
村岡　多惠

美術
絵画
4/8～

3

初心者を対象とした
講座です。手本を基に
日本画画材の扱い方
を学べ、写生から制作
への準備方法も少人
数制で丁寧に指導し
ます。

第2・4月曜日/15：15～17：15（10回）
定員：12名/受講料：12,100円（手本代1,000円、画材は別途実費15,000円）

はじめての日本画
京都日本画家協会
前田　恭子

美術
絵画
4/13～

4

日本画制作の経験者を
対象にした講座です。
植物写生を基にした
制作を行い、皆さんの
自由な表現に応じて
個別にアドバイスしま
す。

第2・4月曜日/13：00～15：00（10回）
定員：18名/受講料：11,000円（モチーフ代700円、画材は別途実費）

日本画
京都日本画家協会
前田　恭子

美術
絵画
4/13～

5

初心者の方を対象に、
楽しみながら油絵を基
礎から学びます。自由
な雰囲気の中でお気
軽に始めてください。
経験者の方も大歓迎。
写真からも描けます。

第1・3木曜日/13：00～16：00（11回）
定員：20名/受講料：17,380円（材料費約2,500円）

はじめての油絵
日本美術家連盟
東浦　好洋

美術
絵画
4/2～

6

油絵の基礎から始め、
楽しみながら技法や
絵の見方を習得できる
教室。お気軽にご自由
にやってみてください。
写真からも描けます。
初心者大歓迎です。

火曜日/18：00～20：00（20回）
定員：20名/受講料：22,200円（材料費約2,500円）

油絵
日本美術家連盟
東浦　好洋

美術
絵画
4/7～

7

カタチにすることが
難しいと思わず、自由
に楽しんで描く気持ち
が大切。初心者にも丁
寧に基本から指導しま
す。身近にあるものを
画題にします。

第2・4金曜日/13：30～15：30（10回）
定員：20名/受講料：11,000円

水彩画
日本美術家連盟
村岡　多惠

美術
絵画
4/10～

8

鮮やかな色彩とソフ
トタッチのパステルは
親しみ易い画材です。
指先でなすったり、の
ばしたりして、誰でも
簡単に描ける皮膚感覚
のアートです。

第2・4木曜日/13：30～15：30（10回）
定員：20名/受講料：8,900円（モチーフモデル代5,000円）

パステル画
JMパステル画研究会
岡村　純子

美術
絵画
4/9～

9

生活の中に彩りを添
えるトールペイント。
初心者の方も簡単に
出来ます。楽しくオリ
ジナルな作品を作りま
しょう。

第2・4火曜日/10：00～12：00（10回）定員：20名
受講料：8,900円（材料費実費1,000～4,000円・道具ない方道具代約15,000円）

トールペインティング
スタジオロッソ
湯目　みゆき

美術
絵画
4/28～

10

水彩や油絵を描くため
の準備として、その基
礎となるデッサンを勉
強してみませんか。初
心者の方大歓迎です。
鉛筆の使い方からてい
ねいに指導します。

第1・3土曜日/10：00～12：00（10回）
定員：20名/受講料：11,000円（モチーフモデル紙代2,000円）

基礎からのデッサン

吉村　宗浩

美術
絵画
4/4～

11

講座のタイトルは淡
彩となっていますが、
結局は描く人によって
絵は変わってくるの
で、いろんな絵が生ま
れてくる。それが楽し
いです。

第2・4木曜日/10：00～12：00（10回）
定員：20名/受講料：11,000円（モチーフ代1,000円）

気軽な淡彩スケッチ

吉村　宗浩

美術
絵画
4/9～

12

比較的少人数でやって
いますし、画材も自由
（水彩、油彩、パステル）
なので、ちょっとした
アトリエの気分でのん
びり描けます。

第2・4月曜日/10：00～12：00（10回）
定員：20名/受講料：11,000円（モチーフ代1,000円）

個性が光る絵画入門

吉村　宗浩

美術
絵画
4/13～

13

初心者を対象に中級
へと進み、実用書・楷、
行、草・仮 名を基 礎
から学びます。文房四
宝の特を知り書く喜び
をつかみましょう。

水曜日/10：00～12：00（20回）
定員：25名/受講料：19,800円（テキスト代実費1,500円他）

書に親しむ（書道Ⅰ）
兵庫県書作家協会　墨滴会
福田　浪舟

書道

4/1～

14

書の歴史や、楷・行・
草、仮名をやさしく
学びます。墨の香り、
手紙文など大・小の
筆で書に親しんでみま
せんか。

木曜日/18：30～20：30（20回）
定員：25名/受講料：19,800円（テキスト代実費1,500円他）

やさしい書（書道Ⅱ）
兵庫県書作家協会　墨滴会
福田　浪舟

書道

4/9～

15

（3ヶ月講座）

ウォーキング、ストレッ
チ等を組み合わせた水
中運動と、クロール、
背泳ぎを学びながら健
康づくりや友達づくり
をめざしましょう。

木曜日/13：00～14：30（10回）
定員：30名/受講料：11,000円

健康水泳 大人
水泳
4/2～

106

井筒　嗣子・坂田　暢子

（3ヶ月講座）

水の抵抗を利用し、
同じエクササイズでも
地上と比較してより
多くのエネルギーを
消費できます。足腰へ
の負担をかけず、代謝
をアップしましょう。

水曜日/13：30～14：30（10回）
定員：30名/受講料：10,000円

水中エクササイズ 水中
運動
4/1～

107

坂田　暢子

（3ヶ月講座）

水中では、水の浮力
を生かし、足腰に負担
をかけずに、楽しく運
動ができます。プール
でゆっくり歩いてリフ
レッシュしましょう。

土曜日/12：00～13：00（10回）
定員：30名/受講料：10,000円

水中トレーニング 水中
運動
4/4～

108

井筒　嗣子

（3ヶ月講座）

水の浮力を利用し、筋
肉バランスを良くし、
骨盤・股関節メンテナ
ンスメニューも組み込
みながら代謝をアップ
しましょう。

火曜日/12：30～13：30（10回）
定員：30名/受講料：10,000円

シェイプアップ
アクアエクササイズ

水中
運動
4/7～

109

奥田　美佳

（3ヶ月講座）

健康・体力維持・水泳の
技術向上を高め、水泳を
通して社会性・協調性・
適応力を学ぶと共に精神
の育成を目的にします。
（知的障がいの方の水泳講
座です。対象中学生以上）

水曜日/18：30～19：30（10回）
定員：15名/受講料：13,200円

障がい者水泳 水中
運動
4/8～

110

林　正章

（3ヶ月講座）

クロール・背泳ぎ・平
泳ぎの3種目が泳げれ
ば、ご参加できます。
水中での体の使い方、
水の捉え方等、１つ上
を目指す方にマッチし
ます。

水曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,300円

水曜水泳（中・上級） 大人
水泳
4/1～

102

山根　嘉樹・戎　雅人

（3ヶ月講座）

1組（ほとんど泳げない組）・
2組（少し泳げる組）に分かれ
て練習します。1組は水慣れ
から25m泳げることを目標とし
た練習、2組はクロール・背泳
ぎ・平泳ぎを正しいフォームで
長く泳げることを目標とします。

木曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,300円

木曜水泳（女性） 大人
水泳
4/2～

103

井筒　嗣子・坂田　暢子

（3ヶ月講座）

1組（ほとんど泳げない組）・
2組（少し泳げる組）に分かれ
て練習します。1組は水慣れ
から25m泳げることを目標とし
た練習、2組はクロール・背泳
ぎ・平泳ぎを正しいフォームで
長く泳げることを目標とします。

金曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,300円

金曜水泳（女性） 大人
水泳
4/3～

104

坂田　暢子・酒井　正人

（3ヶ月講座）

1組・2組に分かれて
練習します。中学生か
ら参加できます。
（中学生以上）

土曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,300円

土曜水泳（一般） 大人
水泳
4/4～

105

井筒　嗣子

マット運動、縄跳びなど
学校体育に対応させ、
新体操を通して運動能
力を伸ばしましょう。育
成コースとして20：40
までのコースがござい
ます。（対象：幼児～）

木曜日/17：30～19：00（20回）
定員：25名/受講料：21,800円（その他実費）

新体操

鈴江　えり

キッズ
体操
4/9～

116

運動機能が整う幼児期
に、マット・とび箱・鉄
棒・トランポリン等を
使って運動する楽し
さ・大切さを覚えてい
きましょう。

水曜日/14：30～16：00（10回）
定員：30名/受講料：11,000円

幼児体操
（４歳～年長）

須藤　律枝

キッズ
体操
4/8～

117

（3ヶ月講座）

運動神経が向上するこ
の時期に、マット・とび
箱・鉄棒・トランポリン
等を使い粘り強い精神
力・バランス感覚の良
い身体作りをします。

水曜日/15：45～17：15（10回）
定員：30名/受講料：11,000円

小学生体操

須藤　律枝

キッズ
体操
4/8～

118

（3ヶ月講座）

子ども絵画の枠を超えて、ポスター
カラー、アクリルガッシュ、油絵、
デッサン、水彩など各自、自分たち
に合った道具で芸術活動を楽しん
で頂ければ・・また専門的な知識か
ら芸術を見て、感じて画の世界観
を無限に広げてみましょう。

土曜日/15：00～17：00（20回）
定員：20名/受講料：20,800円（材料費等5,500円）

子ども絵画ステップ②
（小学生～高校生）

洋画家
儀間　志郎

キッズ
美術
4/4～

112

「夢、夢、ゆ め、ゆ め」
夢を描ける子どもも、
描けない子どもも心の
奥に夢があります。形や
色彩にこだわらず、自由
で活発な個性の表現や
想像力を養いましょう。

土曜日/13：30～15：00（20回）
定員：25名/受講料：19,400円（材料費等5,500円）

子ども絵画ステップ①
（３歳～小学生）

洋画家
儀間　志郎

キッズ
美術
4/4～

111

幼い頃のバレエレッス
ンは、正しい姿勢とリ
ズム感を身につけ、集
中力を養うのに最適
です。楽しい音楽に合
わせて踊りましょう。

木曜日/16：00～17：15（20回）
定員：25名/受講料：19,200円（その他実費）

クラシックバレエ
（キッズ）（４歳～小１）

柴田バレエスタジオ
阪田　万美子

キッズ
舞踏
4/2～

113

正しい姿勢とリズム感
を身につけ、集中力を
養います。様々なパ
（ステップ）を順序立て
て学び、バレエの基本
を理解しましょう。

木曜日/17：20～18：50（20回）
定員：25名/受講料：19,200円（その他実費）

クラシックバレエ
（ジュニア）

柴田バレエスタジオ
阪田　万美子

キッズ
舞踏
4/2～

114

アップ、ストレッチ、ブリッ
ジ、リズムトレーニング、
振付と盛りだくさんの
50分！！みんなで楽しく
DANCINGしよう♪
※小学生を中心とした講座
ですが、幼児の方もどうぞ！

第2・4水曜日/16：40～17：30（10回）
定員：20名/受講料：7,900円

キッズダンス
明石ジャズダンスファクトリー
志儀　多華子

キッズ
舞踏
4/8～

115

小学生低学年を中心に
体の動かし方や基本的
なドリブル・シュートな
ど初心者向けの指導を
行っております。

第2・4月曜日/17：50～18：50（10回）
定員：20名/受講料：13,700円

エヴェッサバスケット
（低学年）

大阪エヴェッサバスケットコーチ
野口　純平

キッズ
球技
4/13～

121

小学生高学年を中心
に基礎から応用、実践
的な指導を行っており
ます。

第2・4月曜日/19：00～20：20（10回）
定員：20名/受講料：16,500円

エヴェッサバスケット
（高学年）

大阪エヴェッサバスケットコーチ
野口　純平

キッズ
球技
4/13～

122

親子のスキンシップを
大切に、効果的に遊び
ながら、体だけでなく
心も育つママの笑顔
も弾ける親子運動遊び
です。

第2金曜日/9：30～10：30（5回）
対象：１歳半から未就園児/定員：12組/受講料：3,100円

親子体操
ココカラパワーキッズ

谷岡　加奈子

子育て

4/10～

134

小学生を対象とした
卓球教室です。基本
的なルールや動作を
わかりやすく指導しま
す。卓球を楽しみな
がら上達しましょう。

第4日曜日/13：00～14：30（5回）
定員：15名/受講料：4,900円

こども卓球
日本体育協会公認スポーツ指導員
中村　範子

キッズ
球技
4/26～

123

親子で音楽に合わせて
歌ったり踊ったりしま
しょう。聴く力、想像力
を育てます。簡単な工
作や季節の行事も取り
入れます。

第3金曜日/11：00～12：00（5回）
定員：10組/受講料：3,100円（材料費300円）

リトミック
(0～2歳児）

リトミック講師・生涯学習音楽指導員
田村　由美子

子育て

4/17～

124

（3ヶ月講座）

水の浮力・水圧・抵抗・
水温を活かし、体を
動かしてみませんか？
関節への負担を軽減
しながら、自分の力
にあった運動ができ
ます。

第2・4月曜日/12：15～13：15（5回）
定員：30名/受講料：5,000円

水中ウォーキング 水中
運動
4/13～

120

坂田　暢子

子ども絵画ステップ①
（３歳～小学生）

「夢、夢、ゆめ、ゆめ」夢を描ける子どもも、
描けない子どもも心の奥に夢があります。
形や色彩にこだわらず、自由で活発な個性
の表現や想像力を養いましょう。

4/4～

おすすめ
111

洋画家
儀間　志郎

土曜日/13：30～15：00（20回）
定員：25名/受講料：19,400円（材料費等5,500円）

はじめようシンクロ！
（アーティスティックスイミング）

「スポーツ性」と「芸術性」を併せ持つシンクロ
を通して、表現力や協調性を身につけます。
音楽に合わせて泳ぐ楽しさを体験しよう。
対象：25ｍ泳げる方（クロール・背泳ぎ）

4/11～

おすすめ
119

中村　麻衣   リオオリンピックチーム銅メダル 
兵水連シンクロ普及員・強化スタッフ   泉　沙希

土曜日/17：00～18：30（20回）
定員：30名/受講料22,000円

カラダがわかる
トレーニング

筋肉の維持促進は脳の健康と直結！無理
なく自分でできる整体運動を是非体験して
みましょう。
脳トレーニングに効果があります。

4/13～

おすすめ
129

山根　嘉樹

第2・4月曜日/10：00～11：30（11回）
定員：30名/受講料：8,690円

良い姿勢で
正しい歩行

健康は歩くこと！良い姿勢で正しい歩行を
することで全身筋肉保持と血流が良くなり、
脳活性につながります。元気な100歳を
めざす。

4/10～

おすすめ
126

スタイリスト
荒牧　英樹

第2金曜日/11：00～12：30（5回）
定員：15名/受講料：4,800円

エアロビックダンス①

全身の筋力・持久力を向上させ「脂肪燃焼」を
目指します。運動の前後にはストレッチング体操
などを取入れ柔軟性やバランス感覚を養うことが
できる総合的なレッスンです。楽しくシェイプアップ！

おすすめ
94

水曜日/10：00～11：15（20回）
定員：25名/受講料：19,200円

エアロビックダンス②おすすめ
95

フキジャズダンスカンパニー
薫　ゆみこ

水曜日/11：15～12：30（20回）
定員：25名/受講料：19,200円

4/8～

活字あふれる現代こ
そ、心の通った文字を
書きたいものです。漢
字と仮名の調和による
実用書の美しさと美的
情操を深めます。

木曜日/10：00～12：00（20回）
定員：25名/受講料：17,800円（テキスト代1,500円他実費）

たのしいペン字
兵庫県書作家協会
左右津　安輝子

書道

4/2～

16



基礎を活かして一段
階上の写真撮影を目
指します。自分に合う
写真を撮りたい。自
分らしい写真を撮るた
めのノウハウを習得し
ます。

第2・4金曜日/15：10～17：00（10回）
定員：15名/受講料：9,600円

デジカメ写真・実践講座
（初・中級）

フォトグラファー
久保　実

写真

4/10～

17

デジカメ写真の基礎を
理解されている方の
講座。さまざまな撮影
ノウハウを習得し、ハ
イレベルな「作品づく
り」を習得する専門講
座です。

第2・4金曜日/13：00～14：50（10回）
定員：15名/受講料：9,600円

デジカメ写真・専門講座
フォトグラファー
久保　実

写真

4/10～

18

土と触れ合い、土と
語らい、無心で作陶
してみませんか？お
友達を作り、楽しい
ひと時を過ごしてみま
せんか、経験者の方
大歓迎です。

火曜日/10：00～12：00（18回）
定員：18名/受講料：23,940円（材料費4,500円他）

陶芸（入門・初級）①
光風会  会員
山本  喜容子・長谷川  弘樹

手工芸

4/7～

19

パッチワークはアメリ
カ的な合理精神とモダ
ンな美しさがいっぱい
の手芸です。基本とな
るテクニックと配色を
マスターしながら素敵
な作品を作りましょう。

第1・3・5水曜日/9：30～12：00（10回）
定員：20名/受講料：9,200円（材料費等7,500円程度）

パッチワーク
レディリバティ
芝田　歌子

手工芸

4/15～

22

親しみやすい雰囲気の
クラスで、手編みを楽
しく学習します。基礎
を確認しながら、小物
１点と、おしゃれな
ニットを３着編みます。

火曜日/10：00～12：00（20回）
定員：20名/受講料：18,400円（材料費等18,000円）

手編み
公益財団法人　日本手芸普及協会
手編み師範　須見　信子

手工芸

4/7～

23

今、何かを始めたい
と、思っていらっしゃる
方。和紙のやさしい手
ざわりで、あなただけ
の絵を貼り、心に色ど
りを感じませんか。

第2・4木曜日/10：00～12：00（10回）
定員：25名/受講料：9,700円（材料費別10,000円程度）

やさしい和紙ちぎり絵
しゅんこう認定講師
中村　佳予子

手工芸

4/9～

24

本物のお花に特殊な加
工を施したプリザーブ
ドフラワー。生花の様
な柔らかさと風合いを
楽しみながら、素敵に
アレンジしましょう。

第2金曜日/10：00～11：30（5回）
定員：20名/受講料：5,450円（材料費別10,000円程度）

プリザーブドフラワー
フラワーデザイナー
家城　靖子

手工芸

4/10～

25

みんなで楽しく、その
人に合った指導をし
ます。お友達を作り、
楽しいひと時を過ごし
てみませんか！経験者
の方も大歓迎です。

火曜日/13：00～15：00（18回）
定員：18名/受講料：23,940円（材料費4,500円他）

陶芸（入門・初級）②
柿の木窯
長谷川  弘樹・山本  喜容子

手工芸

4/7～

20

籐の作品を作りなが
ら、編み方の基本を
学び、山のかずら、竹、
麻などの異素材も組
み合わせて自由な造
形を楽しみましょう。

水曜日/9：30～11：30（20回）
定員：20名/受講料：18,000円（材料費等8,000円程度）

籐とかずらのクラフト 手工芸

4/8～

21
日本籐工芸普及協会
赤松　みどり

書画等に自分だけの
印・オンリーワンの印
を作ってみませんか。
古代文字等造形のお
もしろさを作品にして
みませんか。

第2火曜日/13：00～16：00（5回）
定員：15名/受講料：4,800円（材料費実費1,000円（5回））

篆刻（てんこく） 手工芸

4/14～

128
篆刻研究家
阿部　幸一

基礎発声と譜面に基づき男女毎月1
曲ずつ歌謡曲・演歌を始め、ポップ
ス、シャンソン等、わかりやすくお
勉強しています。初心者の方「人前
ではどうも唄えない」と言われる方、
熟練者の方も、歌の心と感情を学
び、また声を出すことはストレスを
解消し、心身ともに健康になります。

木曜日/14：30～16：30（20回）  定員：30名
受講料：19,400円（オリジナル教材費1枚1,500円×5枚（10曲））

歌謡レッスン 音楽

4/9～

26
コロムビアレコード
大川　愛未

発声練習から始め、懐
かしい童謡・唱歌・抒情
歌などをみんなで歌い
ます。「歌を歌うこと」を
楽しんでください。歌う
ことによって心も身体も
元気になりましょう。男
性の方も是非どうぞ！

第2・4水曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,000円（テキスト代600円（譜面ファイル込））

童謡・唱歌② 音楽

4/8～

31
ソプラノ
角本　照美

やさしくとてもいい音
のするウクレレを奏で
ながら、癒しのハワイ
アンソングを唱って、
みんなで楽しんでみ
ませんか。

第2・4月曜日/9：00～10：30（10回）
定員：20名/受講料：11,200円（テキスト代500円）

ウクレレ&ボーカル教室
（入門・初級） 音楽

4/13～

43

すぎた　じゅんじ

美しい所作で体にやさ
しい緑茶の入れ方や、
季節ごとの美味しい和
菓子を頂きながら訪問
の心得やおもてなしの
心遣いなども学べま
す。

第2・4木曜日/10：00～12：00（12回）
定員：20名/受講料：10,680円（茶葉・茶菓子代4,200円、袱紗代2,916円）

茶道（煎茶） 茶華道

4/9～

44
（公財）小笠原流　家元教授
房田　秀昭

床の間がなくても大丈
夫です。現代のお部屋
にあった素敵な花をい
けられます。空間に
あった四季折々のお花
を楽しみましょう。

第1・3木曜日/13：00～15：00（12回）
定員：20名/受講料：10,680円（花代1回1,080円程度）

生花（小原流） 茶華道

4/2～

45
小原流一級家元教授
阿部　豊佳

家庭料理の基本からお
もてなしまで、楽しい
仲間と共に栄養バラン
スを学びませんか。毎
日の食事をますますお
いしくヘルシーに！初め
ての方・男性大歓迎！

第2・4木曜日/10：00～12：00（10回）
定員：25名/受講料：12,400円（材料費等10,000円程度）

楽しいヘルシークッキング
（男女） 料理

4/9～

46
（社）兵庫県食生活改善協会
伊藤　ひで

料理は体験です。失
敗なんか気にせずに、
まずは始めてみましょ
う。料理は簡単でお
いしいものをきちんと
作ることが大切です。

第1・3土曜日/10：00～12：00（10回）
定員：24名/受講料：12,400円（材料費等9,500円）

男性のための料理
（入門）① 料理

4/4～

47
（社）兵庫県食生活改善協会
鹿谷　博子

料理は体験です。失
敗なんか気にせずに、
まずは始めてみましょ
う。料理は簡単でお
いしいものをきちんと
作ることが大切です。

第2・4土曜日/10：00～12：00（10回）
定員：24名/受講料：12,400円（材料費等9,500円）

男性のための料理
（入門）② 料理

4/11～

48
（社）兵庫県食生活改善協会
鹿谷　博子

男の自立は料理から。
健康な身体は食事か
ら。料理を作るのは
初めてという方、お
待ちしております。
楽しいですよ！！

第1・3水曜日/10：00～12：00（10回）
定員：24名/受講料：12,400円（材料費等9,500円）

男性のための料理
（入門）③ 料理

4/15～

49
（社）兵庫県食生活改善協会
鹿谷　博子

出石のそば粉を使い
二八そばを打ち、その
場で湯がいて食べま
す。打ち立てのそばは
とても美味しいですよ！
仲間と楽しくそば打ち
をしましょう！

第2火曜日/10：00～12：00（5回）
定員：16名/受講料：7,650円（材料費4,000円）

そば打ち講座 料理

4/14～

50
そば打ち研究会
立木　俊次

外国人と話してみた
い方、アメリカ人講
師と話しながら、レッ
スンを楽しみましょ
う。

火曜日/19：00～20：30（20回）
定員：25名/受講料：18,400円（テキスト代3,100円）

Mr.コリンズの
英会話 語学

4/7～

51
アメリカ人講師
コリンズ・ブルース

論語を学んでみませ
んか？生活の中で参
考になるような言葉に
出会えるかもしれませ
んよ。そんな論語の
教えを探してみてくだ
さい。

第4木曜日/10：00～11：30（5回）
定員：15名/受講料：3,100円

論語を学ぶ 歴史

4/23～

125
論語愛好家
安部　嘉明

10級程度までで指
導碁・自由対局・講座
で楽しく上達しましょ
う。入門の方はお問
い合わせください。

金曜日/13：00～15：00（20回）
定員：20名/受講料：19,200円（テキスト代1,550円）

囲碁（初級） 囲碁

4/10～

56
日本棋院　棋士
田中　智恵子

初心者の方、卓球を
始めませんか。基礎
から練習することに
よって楽しく身体を動
かせますよ。卓球は
生涯楽しめるスポー
ツです。

第2・4月曜日/9：30～11：00（10回）
定員：35名/受講料：9,800円

月曜卓球（初級） 球技

4/13～

96
日本体育協会公認スポーツ指導員
中村　範子

基礎を習得された方、
ステップアップを目指
しながら、楽しく卓球
練習をしましょう。

第2・4月曜日/11：00～12：30（10回）
定員：35名/受講料：9,800円

月曜卓球（中級） 球技

4/13～

97
日本体育協会公認スポーツ指導員
中村　範子

手軽に楽しめる卓球を
始めてみませんか。
基礎から学べば上達
も早く、友達もでき、
気持ちのいい汗を流
しながら練習します。

木曜日/9：30～11：00（20回）
定員：35名/受講料：19,400円

木曜卓球（初級） 球技

4/9～

98
日本体育協会公認スポーツ指導員
石黒　淳子

基礎能力の向上を
順 序 よくしっ か り
学んで行く教室です。

木曜日/11：00～12：30（20回）
定員：35名/受講料：19,400円

木曜卓球（中級） 球技

4/9～

99
日本卓球協会四段
石黒　一行

基本技術の習得から、
ローテーションの取り
方等、試合が楽しめ
るまで。

水曜日/10：00～12：00（20回）
定員：30名/受講料：19,200円

バドミントン 球技

4/8～

100
神戸市スポーツ指導員
石花　桂子

身近な出来事をやさし
い文で表現しましょう。
テキストを使って対話
を覚えます。物語の
音読で会話力の向上
をめざします。

水曜日/13：00～14：30（20回）
定員：18名/受講料：18,400円（テキスト代2,600円程度）

アフタヌーン英会話
（初級） 語学

4/8～

52

岸　秀子

身近な事をやさしい
文で表現しましょう。
テキストを使って対話
を楽しみます。物語
の音読で、会話力の
向上をめざします。

火曜日/10：00～11：30（20回）
定員：18名/受講料：18,400円（テキスト代2,600円程度）

50歳からの英会話
（初級） 語学

4/14～

53

岸　秀子

皆さんの旅行の話を
いろいろとお聞きし
ます。旅行に役立つ
表現をやさしく学び
ます。初心者大歓迎。
一緒に楽しみましょ
う！

第2水曜日/14：45～16：15（5回）
定員：18名/受講料：4,560円（テキスト代1,080円）

海外旅行英会話 語学

4/8～

54

岸　秀子

57

中上級レベルを目指す
学習者向けのクラス
です。教材を精読し、
日本語との違いに意識
しながら、読解力と表
現力を高めて頂きま
す。

金曜日/18：40～20：10（20回）
定員：20名/受講料：18,400円（テキスト代2,500円程度）

中国語（会話） 語学

4/3～

55-2

陳　学雄

発声練習から始め、懐かし
い日本の抒情歌、世界の抒
情歌などをみんなで歌いま
す。童謡・唱歌、親しまれ
ているポップスも歌います。
幅広い曲目から「歌を歌う
こと」を楽しんでください。
男性の方も是非どうぞ！

第1・3木曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,000円（テキスト代600円（譜面ファイル込））

懐かしの抒情歌① 音楽

4/2～

32
ソプラノ
角本　照美

発声練習から始め、懐かし
い日本の抒情歌、世界の抒
情歌などをみんなで歌いま
す。童謡・唱歌、親しまれ
ているポップスも歌います。
幅広い曲目から「歌を歌う
こと」を楽しんでください。
男性の方も是非どうぞ！

第2・4木曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,000円（テキスト代600円（譜面ファイル込））

懐かしの抒情歌② 音楽

4/9～

33
ソプラノ
角本　照美

初心者、初級者を対象
にレッスンをします。
レベルの合う方々は、
合奏も楽しんで下さい。

金曜日/17：40～18：30（20回）
定員：8名/受講料：25,600円（テキスト代実費）

フルート入門 音楽

4/10～

40
神戸フィルハーモニックフルート奏者
上野　明子

2オクターブ半程度の
音域をならせる方を対
象に簡単な3重奏・4
重奏を中心にレッスン
します。一度ご見学さ
れることをお勧めしま
す。

金曜日/18：40～19：30（20回）
定員：8名/受講料：25,600円（テキスト代実費）

フルートアンサンブル
（ステップ１） 音楽

4/10～

41
神戸フィルハーモニックフルート奏者
上野　明子

2オクターブ半程度の
音域をならせる方を対
象に簡単な3重奏・4
重奏を中心にレッスン
します。一度ご見学さ
れることをお勧めしま
す。

金曜日/19：40～20：30（20回）
定員：8名/受講料：25,600円（テキスト代実費）

フルートアンサンブル
（ステップ2） 音楽

4/10～

42
神戸フィルハーモニックフルート奏者
上野　明子

シャンソンは心の喜び
哀しみを表現します。
譜面にとらわれず、
一人ひとりの個性を
大切に心に響くシャン
ソンを楽しみながら歌
いましょう。

第2・4火曜日/18：30～20：00（10回）
定員：18名/受講料：10,000円（テキストない方、本代約3,000円）

魅惑のシャンソン 音楽

4/14～

34
日本シャンソン協会正会員
拵井　加代子

ギターを初めて持た
れる方などを対象に、
音譜の読み方からや
さしい独奏まで、簡
単なメロディーを使っ
て練習します。
クラシックギター（ナイロン弦使用）

日曜日/10：00～11：00（20回）
定員：12名/受講料：16,600円（テキスト代1,300円）

ギター（入門） 音楽

4/12～

35

濱近　由香利

発声練習を基本とし、しっかり
とウォーミングアップをした
後、童謡・シャンソン・映画音
楽・ポピュラーソングなどを
20回で8曲仕上げていきま
す。歌うことで呼吸法を学び、
若々しく魅力的なあなたにな
りましょう！男性も大歓迎！！

火曜日/10：00～12：00（20回）
定員：30名/受講料：19,400円（540円（楽譜代）、テープ代実費）

愛LOVEポピュラーソング① 音楽

4/14～

28

萩　知子

発声練習を基本とし、しっかり
とウォーミングアップをした
後、童謡・シャンソン・映画音
楽・ポピュラーソングなどを
20回で8曲仕上げていきま
す。歌うことで呼吸法を学び、
若々しく魅力的なあなたにな
りましょう！男性も大歓迎！！

火曜日/13：30～15：30（20回）
定員：30名/受講料：19,400円（540円（楽譜代）、テープ代実費）

愛LOVEポピュラーソング② 音楽

4/14～

29

萩　知子

発声練習から始め、懐
かしい童謡・唱歌・抒情
歌などをみんなで歌い
ます。「歌を歌うこと」を
楽しんでください。歌う
ことによって心も身体も
元気になりましょう。男
性の方も是非どうぞ！

第1・3水曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,000円（テキスト代600円（譜面ファイル込））

童謡・唱歌① 音楽

4/15～

30
ソプラノ
角本　照美

9級から5級程度の
方で、講座・指導碁・
自由対局で楽しく上
達しましょう。

金曜日/10：00～12：00（20回）
定員：20名/受講料：17,800円（テキスト代1,350円）

囲碁（中級） 囲碁

4/10～

57
日本棋院　棋士
田中　智恵子

4級から1級程度の
方で、講座・指導碁・
自由対局で楽しく上
達しましょう。

水曜日/10：00～12：00（20回）
定員：20名/受講料：17,800円（テキスト代1,100円）

囲碁（上級） 囲碁

4/8～

58
日本棋院　棋士
田中　智恵子

初段から2段程度の
方で、講座・指導碁・
自由対局で楽しく上
達しましょう。

水曜日/13：00～15：00（20回）
定員：20名/受講料：17,800円（テキスト代1,100円）

囲碁（有段） 囲碁

4/8～

59
日本棋院　棋士
田中　智恵子

バレエはダンスの基本
といわれるほど、よく
考えて作られていま
す。正しい姿勢、優雅
な動きを身につけて、
楽しく踊りましょう。

金曜日/18：45～20：15（20回）
定員：25名/受講料：19,200円（その他実費）

クラシックバレエ
（一般）

柴田バレエスタジオ
築本　美奈

舞踏

4/3～

60

ジャズダンスに必要な
基礎トレーニングから
始め、いろいろな曲に
チャレンジし踊り込ん
でいきます。一緒に
楽しみませんか。

金曜日/11：20～12：45（20回）
定員：30名/受講料：19,200円（その他実費）

ジャズダンス（女性）
フキジャズダンスカンパニー
吉岡　芽美

舞踏

4/3～

61

社交ダンス。脳の活
性化に最高。生活に
新しいリズムを取り
入れましょう。入門者
向けの講座です。男性
大歓迎。

火曜日/15：10～16：40（20回）
定員：40名/受講料：24,600円

社交ダンス（初級）
（公財）JBDF正会員ダンススタジオプラット
笠矢　佐智恵

舞踏

4/14～

63

中級程度ステップを
マスターしている方を
対象に、ベーシック
ステップを中心に練習
をし、今季よりパソド
ブレも講習します。

火曜日/19：20～20：30（20回）
定員：30名/受講料：20,400円

社交ダンス（上級入門）②
（公財）JBDF正会員ダンススタジオプラット
笠矢　佐智恵

舞踏

4/14～

67

年齢を問わず、初心
者も無理なく基本動
作が身に付き、楽し
みながら健康的な女
性らしい身体作りを目
指します。美しい衣
装も魅力の一つです。

第1・3土曜日/18：30～19：45（10回）
定員：25名/受講料：10,300円（カリキュラムにより材料費実費要）

ベリーダンス

Freyja（フレイヤ）

舞踏

4/4～

68

ゆったりとした呼吸を
行いながら、バラン
スよく体を動かして
ゆきます。ヨガは誰
もが行える心身の健
康法です。
（年齢は問いません）

金曜日/10：00～11：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

金曜ヨガ（女性）

武田　明子

ヨガ

4/10～

73

無理せず深い呼吸と
共にバランスよく体を
動かしてゆきます。
ヨガはいくつからでも
始められる心身の健康
法です（年齢性別問い
ません）。

金曜日/13：00～14：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

金曜ヨガ（一般）

武田　明子

ヨガ

4/10～

74

ハワイアンソングで
心いやされてみませ
んか。アロハの心を
感じて、ゆったりと楽
しく踊りましょう。
（月2回コース）

第2・4月曜日/13：30～15：00（10回）
定員：20名/受講料：9,300円

月曜フラダンス

村上　光子

舞踏

4/13～

69

フラは心の言葉と言わ
れます。わかりやすく
ハンドモーションやス
テップをフォローレッ
スンします。笑顔でフ
ラを楽しみましょう。
（月4回コース）

金曜日/14：30～16：00（20回）
定員：20名/受講料：18,600円

金曜フラダンス

村上　光子

舞踏

4/3～

70

個性に合わせた指導
で心豊かにお稽古を
楽しみましょう！最初
は誰でも初 心 者で
す！音楽にあわせ基
本的な立居振舞いが
身につきます。

第2・4水曜日/10：00～11：30（10回）
定員：15名/受講料：9,600円

新日本舞踊
山水流舞踊家元
山水　隆京

舞踊

4/8～

127

安全に体を使い運動
効果と心の安定を習
得します。優しい講
座生ばかり！明るい
雰囲気！柔らかな服
装で見学にいらして
ください。

金曜日/13：00～14：15（20回）
定員：20名/受講料：17,800円（バンド代700円）

すこやかヨガレッスン
日本ヨガ療法学会員
田中　久美子

ヨガ

4/10～

77

まずはハハハハハ―と
声を出してみましょう。
子ども心で楽しく遊び
ながらする健康体操
です。気分すっきり！
身も心も軽やかにな
ります。

第1・3木曜日/13：00～14：30（10回）
定員：20名/受講料：9,600円

笑いヨガ
日本笑いヨガ協会認定笑いヨガリーダー・インターナショナルラフターヨガ認定リーダー

小畑　梅子

ヨガ

4/2～

78

年齢を重ねても元気
で過ごせるように、筋
力を維持し、姿勢を
改善しましょう。体
操、ウォーキング、ス
トレッチなどやります。

木曜日/13：30～15：00（20回）
定員：30名/受講料：17,800円

健康体操

長谷川　美智子

体操

4/9～

84

ふだん使われていない
筋肉を無理なく動か
し、身体の機能改善を
目指します。
有酸素運動、脳トレも
加え、みんなが笑顔に
なれる講座です。

第1・3金曜日/14：45～16：15（10回）
定員：20名/受講料：9,000円

身体ほぐし健康体操
健康運動指導士
吉田　貴子

体操

4/3～

85

女性限定講座です。
運動経験の無い方でも
大丈夫です。女性特有
の顔・体・心の不調を
顔トレ・体トレ・呼吸法
で整えていきます。

第2・4月曜日/10：00～11：30（10回）
定員：20名/受講料：9,000円

健康美容ストレッチ
ビューティーストレッチトレーナー
八田　陽子

美容
体操
4/13～

93

治療法が土台になって
いる体操で、腰や肩、
ひざの痛みが気になる
方、高血圧や自律神経
等の予防改善に、老若
男女誰でもできる体操
です。

第2・4水曜日/14：45～16：15（10回）
定員：20名/受講料：9,000円

自彊（じきょう）術
公益社団法人  自彊術普及会  中伝指導員
中尾　悦子

体操

4/8～

86

初級ステップをマス
ターしている方を対
象に、立ち方、歩き
方を練習し、楽しく
踊ることを学びます。
①は昼 間、②は夜 間
の講座です。

火曜日/13：30～15：00（20回）
定員：40名/受講料：24,600円

社交ダンス（中級）①
（公財）JBDF正会員ダンススタジオプラット
笠矢　佐智恵

舞踏

4/14～

64

初級ステップをマス
ターしている方を対
象に、立ち方、歩き
方を練習し、楽しく
踊ることを学びます。
①は昼 間、②は夜 間
の講座です。

火曜日/18：00～19：10（20回）
定員：40名/受講料：20,400円

社交ダンス（中級）②
（公財）JBDF正会員ダンススタジオプラット
笠矢　佐智恵

舞踏

4/14～

65

中級程度ステップを
マスターしている方を
対象に、ベーシック
ステップを中心に練習
をし、今季よりパソド
ブレも講習します。

火曜日/9：30～11：00（20回）
定員：40名/受講料：24,600円

社交ダンス（上級入門）①
（公財）JBDF正会員ダンススタジオプラット
笠矢　佐智恵

舞踏

4/14～

66

エクササイズで体を
ほぐし、ストレッチな
どでのばしひきしまっ
たボディに。そして
様々な曲で無理なく
楽しくジャズダンスを
踊りましょう。

木曜日/19：00～20：30（20回）
定員：15名/受講料：20,200円

Various Step
（ヴェアリアスステップ）

フキジャズダンスカンパニー
阪田　万美子

舞踏

4/2～

62

太極拳と気功の良さを
併せ持つ混元太極拳の
套路をやさしく学びま
す。基本功を取り入れ
ますので初心者でも
無理なく練習できます。

水曜日/15：00～16：30（20回）
定員：20名/受講料：19,200円

太極拳
（混元24式入門）

神戸混元太極舎
山田　寛

太極拳

4/8～

79

気功の良いところを
取り込んだ太極拳です。
基本功を中心にして、
のびのびとした動きを
学ぶことにより、体を
活性化させましょう。

土曜日/9：30～11：00（20回）
定員：25名/受講料：19,200円

太極拳
（混元24式）

神戸混元太極舎
山田　寛

太極拳

4/4～

83

ゆったりと取り組みや
すい簡化24式太極拳
を学んで体の使い方
と心の持ち方に気付き
ましょう。練功十八法
も基本から学びます。

水曜日/13：30～15：00（20回）
定員：20名/受講料：19,200円

太極拳＋練功十八法

兵庫県練功十八法協会常任理事
山田　寛

太極拳

4/8～

80

太極拳のゆったりとした
動きは心身がリラックス
し健康増進となり長寿の
道へと導きます。医療保
健体操として中国・日本
他で愛好者が多い「練功
十八法」を練習します。

金曜日/9：30～11：00（20回）
定員：20名/受講料：19,200円

健康太極拳+
　　　中国健康体操

太極倶楽部
千田　美智子

太極拳

4/3～

81

太極拳は円運動です。
原理は極めて単純。
単純なだけに奥は深い
のですが、しっかり基本
を身につけましょう。
あせらず無理せずのび
のびと。

土曜日/11：00～12：30（20回）
定員：25名/受講料：19,200円

太極拳
（簡化24式、総合42式）

太極倶楽部
山田　寛

太極拳

4/4～

82

健康トレーニング
女性（60歳～）91

適度な運動は、肩こり・腰痛・生活習慣病などの予防と
改善につながります。心も体もしなやかに・・マイペー
スで楽しみましょう！

年齢を重ねても元気で過ごせるように、筋力や柔軟性
を維持し、姿勢を改善しましょう。健康な身体づくりを
ご一緒に！！

水曜日/9：30～11：00（20回）
定員：25名/受講料：17,800円

水曜日/11：10～12：40（20回）
定員：25名/受講料：17,800円

トレーニング
4/8～

トレーニング
4/8～

90
佐々木　正子

長谷川　美智子

健康トレーニング
一般（60歳～）

楽しく、笑顔溢れる
ピアノ教室です。初心
者大歓迎！！音楽で健康
始めてみませんか？
幼児～シニアの方まで
大歓迎！！

土曜日隔週/9：00～12：00（6回各30分）
定員：6名/受講料：16,800円（3ヶ月講座）

ピアノプライベート
レッスン（土曜日） 音楽

4/4～

131-1
元ヤマハシステム講師
福島　美幸

楽しく、笑顔溢れる
ピアノ教室です。初心
者大歓迎！！音楽で健康
始めてみませんか？
幼児～シニアの方まで
大歓迎！！

第2・4木曜日/13：00～17：00（6回各30分）
定員：8名/受講料：16,800円（3ヶ月講座）

ピアノプライベート
レッスン（木曜日） 音楽

4/9～

131-2
元ヤマハシステム講師
福島　美幸

初めて中国語を習う
初心者向けのクラス
です。中国語の発音
や文法知識について
楽しく勉強し、簡単
な日常会話力を身に
つけて頂きます。

金曜日/17：30～18：30（20回）
定員：20名/受講料：12,260円（テキスト代2,500円程度）

中国語（入門） 語学

4/3～

55-1

陳　学雄

濱近　由香利

ギター（初級）ステップ２37

入門クラスの修了者やギターが少し弾ける方を対象に、やさ
しくアレンジされたポピュラーな名曲を使って、上達をはか
ります。クラシックギター（ナイロン弦使用）

ステップ1の修了者や第5ポジションの音階が弾ける方を対
象に、調合（♯♭）のついた曲やハイポジションの曲を練習
します。クラシックギター（ナイロン弦使用）

日曜日/11：10～12：10（20回）
定員：12名/受講料：16,600円（テキスト代1,300円）

日曜日/13：00～14：00（20回）
定員：12名/受講料：16,600円（テキスト代1,300円）

ギター（初級）ステップ１ 音楽36

4/12～

ギター（中級）ステップ２39

（初級）ステップ2を2期終了された中高年の方を対象に、
調合（♯♭）のついた曲やハイポジションの曲を練習します。
クラシックギター（ナイロン弦使用）

（初級）ステップ2を2期終了された方を対象にポピュラー
ミュージックの名曲や易しいフラメンコ風の曲などを独奏や
合奏で練習します。クラシックギター（ナイロン弦使用）

日曜日/14：10～15：10（20回）
定員：12名/受講料：16,600円（テキスト代1,300円）

日曜日/15：20～16：20（20回）
定員：12名/受講料：16,600円（テキスト代1,300円）

ギター（中級）ステップ１ 音楽38

濱近　由香利 4/12～

水曜ヨガ（女性）②72

ゆったりとした呼吸を行いながら、バランスよく
体を動かしてゆきます。ヨガは誰もが行える心身
の健康法です。（年齢は問いません）

①は午前の部、②は午後の講座です。

水曜日/10：00～11：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

水曜日/13：00～14：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

水曜ヨガ（女性）① ヨガ71

武田　明子 4/8～

武田　明子

土曜ヨガ（一般）②76

無理せず深い呼吸と共にバランスよく体を動かし
てゆきます。ヨガはいくつからでも始められる心
身の健康法です（年齢性別問いません）。

①は午前の部、②は午後の講座です。

土曜日/10：00～11：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

土曜日/13：00～14：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

土曜ヨガ（一般）① ヨガ75

4/11～

自分の身体に意識を向け、ストレッチや筋トレを
行います。バランスの取れた身体作りをして
姿勢を改善し、一層元気に過ごしましょう。

①は午後の部、②は午前の講座です。

火曜日/14：00～15：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

トレーニング（女性）① トレーニング
4/7～

トレーニング（女性）②89
木曜日/10：00～11：30（20回）
定員：20名/受講料：17,800円

トレーニング
4/9～

88

長谷川　美智子

（3ヶ月講座）

1組（ほとんど泳げない組）・
2組（少し泳げる組）に分かれ
て練習します。1組は水慣れか
ら25m泳げることを目標とした
練習、2組はクロール・背泳ぎ・
平泳ぎを正しいフォームで長く
泳げることを目標とします。

火曜日/10：00～11：30（10回）
定員：30名/受講料：10,300円

火曜水泳（一般） 大人
水泳
4/7～

101

井筒　嗣子・酒井　正人


