
午前10時～正午
＜受講料＞1回 2,000円
（月謝制ではありません。受講毎にお支払いください）
体験無料・見学自由。初心者でも安心して来てください。

050-3395-9739　（FAX）075-332-9739
（メール）39aoidesu@hera.eonet.ne.jp

山田

11/1・8・22・29（水） ※15日は休み

水彩・油絵・絵てがみ・デッサン等

午後1時～3時
＜受講料＞1回 2,000円
（月謝制ではありません。受講毎にお支払いください。）
初心者、高齢者の方も歓迎します。

0771-24-4067／090-8796-4654
井戸修次郎

11/2・9・16　第1・2・3木曜日
油彩画・水彩画・デッサン等
アトリエ井戸

午前10時30分～正午
＜入会金＞2,000円 ＜月謝＞（水）4,500円 （金）2,400円
見学・体験あります。初心者歓迎です。
TELにてお問い合わせください。

075-951-5034
心山美鈴（STRETCH-YOGA認定講師）

11/1・8・15・22・29（水）
11/10・17（金）

健康ヨガ教室
肩こり、便秘、不眠症、腰痛予防、肥満対策などに効果があり、
ストレスを解消し、自律神経を整えます。

～いつまでも若く
　健康でいられるように～

亀岡社交ダンスサークル

午後2時～5時10分
＜参加料＞1,000円
（関西盲導犬協会に一部寄付します）
どなたでも参加出来ます。見学無料。

090-5907-6164
亀岡社交ダンスサークル　塩見

11/25（土）

午前11時～午後4時
＜月謝＞4,000円 ＜入会金＞4,000円
体験教室有り　
詳しくはお問い合わせください

0771-24-5162
白石三四子

11/6・13・27（月）
ス テ ン ド グ ラ ス 教 室
KS Sカルチャー

午後6時～7時

＜月謝＞1人　2,500円

0771-25-8516
アスカ・カマエフ・松本

11/10・17（金）

ハワイアン・フラ （親子フラ）

2017年盲導犬育成チャリティークリスマスパーティー

①午後1時30分～②午後2時～③午後2時30分～
④午後3時～⑤午後3時30分～⑥午後4時～
＜カウンセリング料＞20分　3,000円
（予約の方はお電話を）

090-2388-0707
ヤコズガーデン　和田

11/10（金）

ヤコズガーデンよろずそうだん
～心と魂のカウンセリング～

午前10時～11時30分
＜月謝＞3,000円
入学随時、見学もどうぞ

0771-23-1947
中川美保子

11/1・8・15　第1・2・3水曜日

前結び着方教室
着物を着てみたい方どなたでもどうぞ。マイペースで学べます。

0771-24-0711  http://www.kyoto-shodo.jp
京都書道学院

11/1・8・15・29（水） (11/29は子どもの時間のみ）
午前10時～11時30分
午後1時～2時30分
午後3時30分～9時（※子どもの時間　午後3時30分～7時）
＜月謝＞7,100円～（お手本・道具代・諸費用すべて込）
随時無料体験実施中

京都書道学院（幼児から大人まで）
0771-24-5105　http://kaen-syo.com
西嶋華園

＜一般部＞11/14・21・28（火）、11/10（金）
＜教育部＞11/14・21・28（火）
＜一般部＞午前10時～正午（火）、午後1時～3時（金）、午後7時～9時（火）
＜教育部＞午後5時30分～6時30分（火）
＜一般部＞初心者  月2回 3,000円・月3回 4,000円
＜教育部＞月3回　2,500円

書 道 研 究 　玄 游 会
～お気軽にお尋ねください～

＜受講料＞3,000円（全3回、オイル・お茶・お菓子代込）
先着10組　要予約

090-2066-4421
田村産婦人科　松山

11/14（火） 午前10時～11時30分
11/21・28（火） 午後1時～2時30分

ベビーマッサージ教室
ピーターウォーカー認定助産師による

（生後6週からはいはいするまで）

午後7時～8時
＜体験＞1回 500円、2回目以降 1,000円
軽装で　＜持ち物＞タオル（汗ふき）、
水 or お茶、バスタオルあればヨガマット

（メール）kah.ri.e.w.l@docomo.ne.jp
090-8651-6907
サイトウ　エリカ

11/5・8・15・19・22

整 え ヨ ガ

午前10時30分～正午
＜普及会費＞（年1回）3,000円 ＜月謝＞2,500円
※バスタオル持参　随時無料体験受付
運動の苦手な方、高齢の方も自分に合わせて、
無理なくできる全身運動です。

090-8481-5004
公益社団法人 自彊術普及会 古岡初音

11/6・13・20（月）
自　彊　術 
公益社団法人　自彊術普及会

090-3659-3880
健康運動指導士・JWAオフィシャルウォーキングL 永田

（月曜シニア）11/6・13・20 午前10時～11時
（メンズシニア）11/6・20 午前11時30分～午後0時30分
（火・金曜）11/10・14・21・28 午後6時30分～7時30分
入会金なし  ＜体験＞500円
＜月曜シニア＞3,000円（1回　1,500円）
＜メンズシニア＞2,200円（ご夫婦参加OK!）
＜火・金曜＞3,300円（2回　2,200円）

フィットネスウォーキング（室内）
10歳若返る美姿勢に！筋肉を増やして免疫力up！

ふれあいフリーマーケット

午前10時～午後3時
入場無料
＜出店料＞2m×2m　3,500円
出店者も先着100店募集してます。

0774-86-5328
なでしこふれあいマーケット協会

11/26（日）
（快適空間で楽しみましょう!）

午前9時30分～午後3時30分

入場無料　15店出店

090-6067-3436
リサイクルショップ　アットホーム

11/25（土）
おたのしみフリーマーケット
手作り作品もあり＆リサイクル品もいっぱい～

午後5時15分～8時50分
※11/20のみ午後6時10分～8時50分
＜入会金＞5,000円
＜月　謝＞5,500円～7,500円

075-953-7688
神谷道子バレエ研究所

11/6・13・20・27　毎週月曜日

クラシックバレエ教室

午後1時30分～3時
＜参加費＞3,000円（月3回）
※1回ずつの参加もできます 1回 1,200円
＜持ち物＞ヨガマットかバスタオル、
お茶、ハンドタオル、動きやすい服装で

090-9046-9151
Yoga circle　森田友子

11/6・13・20・12/4（月）
ゆったりヨガ
畳の上で

～ヨガが初めての方でも大丈夫～

午後2時～6時

＜月謝＞5,000円（教材込）

075-231-5570
岩崎

11/9・30（木）

筝・三絃教室（無料体験コース有）

午前10時～午後1時
＜受講料＞3,000円
（白磁代、焼成代、材料費含む。レッスン後teatime有）

090-5121-3424
谷内紀子

11/16（木）

クリスマス　プレート　レッスン
ポーセラーツサロン

午前10時～正午
＜会費＞月額　3,000円
指導：本庄賀秀峰先生ご夫妻　2階研修室

090-6914-0540
亀岡詩吟クラブ　アズマ

11/8・22　第2・4水曜日
楽 し い 詩 吟 教 室 で！
学びと親睦の輪を

午後7時～9時
＜参加費＞3,500円 ＜本代＞1,100円 定員12名
※詳しくはHP「菊仙書道教室」をご覧ください。

090-7357-6483
菊仙書院

11/14・28　第2・4火曜日

菊 仙 書 道 教 室

午後1時30分～3時
＜月会費＞800円　見学無料
60歳～90歳までの方が、抒情歌や
懐かしい歌を楽しく歌っている会です

0771-24-9987
土井百合子（ピアノ講師）

11/2・16　第1・3木曜日

歌声サークル　ゆりの会

午前10時～午後5時

入場無料

090-6678-1823
塚田義晴

11/14（火）～19（日）　※11/16（木）は休み

フォトクラブ写同人・第19回写真展

午前10時～正午

3,000円（材料費・税込）

0771-22-8598（午前10時～午後5時）
マミフラワーデザインスクール亀岡指定教室　山口

11/23（木・祝）

生モミでつくるクリスマスリース講習会

午前10時～正午
2,525円（30分）
時間等お問い合わせください。随時受付ております。

（メール）aroma.joining29@gmail.com
吉永弥生

11/8（水）

アロマリーディング & セルフセラピーカード

午前10時～午後5時
入場無料・光熱費シミュレーション・ガラポン抽選会
「はぴ太」と一緒に写真を撮ろう！

050-7104-7297
関西電力(株)京都営業所 リビング営業

11/25（土）・26（日）

オール電化フェア in ガレリアかめおか

午前10時30分～午後3時
入場無料
先着100名様（大人の方）に花苗プレゼント

080-5333-6155
candytuft（さとう）

11/5（日）
とっておき na ハンドメイドマーケット
2017winter


