
講座名 講師 曜日 時間 内容 受講料

油絵 金 19：00～21：00
初心者から経験者まで、個性と目指すと

ころへアドバイスします。

　20回

￥20000

デッサン 土 13：30～16：30
木炭デッサンを中心として対象の見方

等、本格的に指導します。

 15回

￥25500

カトウ水彩画教室
 加藤　省吾
0798-72-0003

090-2106-0370

木 10：00～12：00
実技を通じ水彩画の良さや楽しさを体

得。

１回

￥1000

平田水彩画教室
 平田　睦夫

090-6559-1686

mutsuo_h_0806@yahoo.co.jp

木 13：30～16：00
初歩からアドバイスします。

葦ペン画、ガラス絵、抽象画も体験しま

す。

１回

￥1500

書道・くらしの書 13：00～14：45
基本から応用まで。細字・硬筆から半紙

に大字を書く書法まで学びます。

 月謝2回

￥4000

小中学生の書道 15：00～17：00
鉛筆の持ち方、姿勢にも注意し正しく整

えて書くよう指導します。

 半年12回

￥15000

茶道（裏千家）・入門 木 18：00～20：00
初心者の方歓迎いたします。進み具合に

応じて丁寧に個人指導します。

茶道（裏千家）・中級 木 18：00～20：00
日本の伝統文化・茶道の心に触れてみません

か。一緒におもてなしの心を学びましょう。

昭和ヒットパレード 後藤　美和子
080-1478-4794

火 10：15～11：45
昭和のヒット曲を生伴奏と共にみんなで

歌いましょう。

 5回

￥9000

ハッピーメロディ♪

笑顔で歌おう

中野　愛子
078-646-9001

090-9254-4020

水 10：30～12：00
歌えば心がすっきりする。きっと歌は生きる力

になる！歌で皆が繋がってやる気スイッチONに

しましょう！

 8回

￥14400

世界の名歌をうたおう！ 谷　浩一郎
tanikoichiro@gmail.com

木 15：00～16：30
関西で大活躍中のテノール歌手「谷浩一郎」の

楽しいレッスン！

懐かしの名曲を歌って元気ハツラツ。

 5回

￥7500

童謡から歌曲まで
安楽　みゆき

090-9273-3323

anraku@hotmail.com

月 10：30～12：00
童謡・唱歌から歌曲まで、名曲を本格的な

発声を学びながら楽しく歌いましょう。

 12回

￥13000

新曲歌謡教室 佐井　建夫
070-1946-6580

水 13：30～15：30
演歌・歌謡曲の新曲を初めての方にもわか

りやすく、発声・呼吸・歌唱方法を丁寧に

説明します。

受講料は

講師へ確認

橋本歌謡教室① 12：45～14：45

橋本歌謡教室② 15：00～17：00

ともだちピアノ
北島　洋子
090-6567-8152

yokotomail0730@gmail.com

火・木 13：00～20：00
クラシックの基礎からアレンジまで楽し

くレッスンします。（1回30分）

受講料は

講師へ確認

水曜ピアノ
大木　恵理子

080-3119-7717
solamarin.takaeri1212@gmail.com

水 13：00～17：00
お子さまから大人まで楽しくレッスンし

ましょう。（１回30分）

受講料は問い合

わせください。

土曜ピアノ 後藤　美和子
080-1478-4794

土 14：00～20：00
お子さまから大人まで楽しくレッスンし

ましょう。（1回30分）

受講料は問い合

わせください。

マリンバ＆リズム
田邊　裕香子

090-3700-3352

tonebamboo@gmail.com

金 14：00～19：20
少人数（1回40分）のグループレッスンで

す。お子様から大人まで初めての方も大丈

夫です。

1回￥1400

5回￥6500

  はじめてのドラム

（入門）
木 19：00～20：30

まったく経験のない方、ドラムを叩いて

みたい方、歓迎します。

 9回

￥14150

ドラム（初級・中級） 土 14：30～16：30
初心者の方からバンド経験者まで幅広く教えま

す！ロック、ジャズなど演奏してみませんか。

 9回

￥14150

料
理

韓国家庭料理 全　美玉 土 10：00～13：00
ヘルシーで簡単。主食からデザートまで

初心者の方も楽しく学べます。
休講中

木
「楽しいレッスン」をモットーに課題曲

（演歌・歌謡曲）をわかりやすく丁寧に

指導いたします。

１回￥2000

（抹茶・菓子代

等含む）

火

休講中

 岩見　健二
078-753-5292

090-2198-6341

音
楽

美
術
・
絵
画

濵田　宙子
078-241-7034(FAXも可）

090-4302-8807

書
道

橋本　尚雄

茶
道

小川　隆庸
090-8534-9682

takanobu.desu@gmail.com

市野　宗英
078-791-2543

(FAXも可）

生田文化会館

講師主催講座のご案内
皆さまのご参加をお待ちしております。



講座名 講師 曜日 時間 内容 受講料

 摂津さんぽ

（旧）さんぽdeこうべ観光

我如古　幸伸
070-8377-3570

mabuidance2015@outlook.jp

水 10：00～12：00
神戸の街を再発見！観光スポットをガイ

ドと一緒に巡ります。

 6回

￥6000

俳句 澤井　洋子
078-583-9447(FAXも可）

水 13：00～15：00
身近な素材を有季定型にして楽しく句作

りをしましょう。

受講料は

講師へ確認

トラベル英会話
ランドール・ボリッグ
078-855-8137(FAX同）

ranbochana@gmail.com
火 13：30～15：00

海外旅行に必要な知識や、困った時に役

立つ会話を楽しく学びましょう。

１回

約￥1500

スペイン語（入門） 13：00～14：00
初心者対象。やさしい会話から入ります。スペ

インの暮らし、文化についても紹介します。

スペイン語（中級） 14：15～15：15
入門を終えた方で、文法の基礎を習得されてい

る方対象。日常的なやさしい会話を習います。

スペイン語（上級） 15：30～16：30
中級を終えた方や、同程度の知識を持った方対

象。上手に会話ができるよう指導します。

クラシックバレエ① 金 18：45～20：15

クラシックバレエ② 木 19：30～20：45

ジーンズアロハ

楽しいハワイアンフラ
宮城　澄子他

0798-53-5093
水 10：30～12：00

自然の恵み・愛・喜びをハワイのゆったりした

メロディにのせて踊ります！心も身体も健やか

に！

 3回

￥5000

社交ダンスⅠ・Ⅱ・Ⅲ
下森　周・青山　舞

080-5714-9803

shinny.star.mai@gmail.com

木 13：00～17：00
ベイシックからバリエーションまで楽し

んで踊りましょう。

　受講料は

講師へ確認

伝統気功
畑　和廣
06-6572-6671

kazuhirohata1869@gmail.com

日 10：00～11：30
中国のアンチエイジングメソッド「気

功」を始めませんか？

 1回

￥1000

気　功・練功十八法 松井　千津子 土 13：45～15：15
ふだん使われていない筋肉を無理なく動かす中

國健康体操。

練功十八法も取り入れた気功教室です。
休講中

混元太極拳
山田　寛
080-4640-7661

yama-kan@gaia.eonet.ne.jp

水 18：00～19：30
基本功を多く取り入れますので、初心者

でも無理なく練習できます。

1回

￥1000

混元拳友会（太極拳）① 10：00～11：30

混元拳友会（太極拳）② 10：30～12：00

火 13：30～15：00

土 14：00～15：30

たのしい卓球① 火 9：00～12：00

たのしい卓球② 水 9：00～12：00

剣道・こども剣道
  木村　康次郎
（お問合せ先）内藤

info.shinken01@gmail.com

水 19：00～20：30
剣道は、子どもから大人まで年齢を問わず始めら

れる武道です。仁義礼智信を尊ぶ日本の伝統文化

である剣道を一緒にしませんか。

 受講料は

講師へ確認

スポーツウエルネス

吹矢
吉田　耕二
090-8389-2318

日 13：00～15：00
まとを狙って矢を吹くことで、得点を競いなが

ら呼吸機能の改善や集中力の向上をはかりま

す。

 受講料は

講師へ確認

文
学
歴
史

 20回

￥30000

太極拳をとおして自分の身体と向きあい

元気を養っていきましょう。

楽しいクラシックの音楽でのレッスン

は、流れる汗と心に満足を与えてくれま

す。

※中学生より参加可能です

基本を大切にし、様々な指導法をしま

す。卓球を楽しみながら上手くなりま

しょう。

金
（①と②

を隔週で

開催）

薫　ゆみこ
(お問合せ先）フキジャズダンスカンパニー

070-5657-4047

fukidance1979@yahoo.co.jp

森川　加悦乃
(お問合せ先）フキジャズダンスカンパニー

070-5667-4047

fukijdc@ezweb.ne.jp

久世　栄司
090-4278-5033

e_kuse317@icloud.com

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

語
学

舞
踊

リズム＆ストレッチ

齋藤　典子
090-3996-5062

1回

￥1000

1回

￥1000

１回

￥1500

1時間しっかりマットでストレッチ後、

30分間楽しくリズム体操をします。

心身共にリフレッシュ！
（体験レッスン持ち物） マスク、ドリンク、

シューズ（上靴）、長めのタオル（２本）

1回￥1500

支払い方法

講師へ確認

※体験レッスン

1回￥1500

土
ロドリゲス・サンティアゴ

078-585-5929

sanchimaru@hotmail.com

ご見学・お申し込み・お問合せは直接講師へご連絡をお願い致します。

講師連絡先の記載がない講座につきましては生田文化会館までお問合せ下さい。

なお、定員を超えている場合がありますのでご了承ください。

感染症予防対策にご理解とご協力のほどお願い申し上げます。（館内マスク着用・入口にて検温・消毒）

生田文化会館 ☏078-382-0861


