◯ 下記「イベント・カルチャー教室」への参加をご希望の方は、主催者にお問い合わせ、もしくはお申し込みください。
◯ 事業内容は、主 催 者により変更される場 合があります。

アトリオ & ガ レリア 朝 市
通常営業時間：9:00-18:00

営業案内

9月の休業日：28 日

電話：0771-24-8888、
（フリーダイヤル）0120-24-1688
※ レストラン ガ レリア は 、3 月 末 を もって 閉 店 い た し ま し た 。

ハワイアン・フラ（親子フラ）

クラシックバレエ 教 室

プリザーブドフラワー教室

9/8・22（金）

9/4・11・18・25

午後6時〜7時

午後6時5分〜8時55分（2クラス）

9/13（水）
午前10時〜正午
＜レッスン料＞3,000円〜（花材込み）
体験レッスンあり、見学もお気軽にどうぞ。
毎月第2水曜日にレッスンしておりますが、
変更になる時がありますのでお問い合わせください。
国際フラワーアレンジメント協会認定講師 森川美華子
090-7363-9345

＜月謝＞1人

2,500円

アスカ・カマエフ・松本
0771-25-8516

ク ラ シ ッ クバ レ エ

柔軟で美しい身体に 大人クラス無料体験有
水…9/6・13・20・27 土…9/2・9・16・30
午後2時30分〜4時
ストレッチクラス（大人）
午後4時15分〜5時
Cクラス（幼児）
午後5時〜6時30分
Bクラス（低学年）
午後6時30分〜8時30分 Aクラス（高学年以上）
＜入学金＞7,000円
＜月謝＞
（週1回）5,500円、
（ 週2回）7,500円

毎週月曜日

＜入会金＞5,000円

＜月 謝＞5,500円〜
神谷道子バレエ研究所
075-953-7688

亀岡社交ダンスサークル 初心者講習会（2カ月コース）
背筋を伸ばして音楽にのって、
まずは歩きましょう！

夜の部（金）9/8・22・29
午後8時〜9時
昼の部（火）9/5・12・19・26 午後2時〜3時

＜初心者講習会会費＞1,000円（昼夜とも全4回分）
※夜の部は10月にも開催

野村泰久クラシックバレエスクール
090-5019-1574

亀岡社交ダンスサークル
090-5907-6164

秋桜の会発表会＜日常書道・水彩画＞

実践写真塾展

9/8（金）〜10（日）

9/19（火）〜24（日） ※9/21（木）
は休み

午前9時30分〜午後5時（初日は正午より）
無料 工作室

午前10時〜午後5時

教室は9/15、参加料1,500円／参加の日のみ払い

入場無料

千葉秋鳳
0771-24-4418

山本 明
090-3926-5475

はんこ・篆刻（てんこく）教室

（日展作家・全日本篆刻連盟評議員）

9/30

第4土曜日

午前10時10分〜正午
＜参加費＞１回2,000円 体験は800円

楽しく落款印・篆刻を作りましょう。
(有)山下弘栄堂 山下
075-392-3580 (FAX)075-381-7440

京都書道学院（ 幼 児 から大 人まで ）
9/6･13・20・27 毎週水曜日（9/6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
0771-24-0711 http://www.kyoto-shodo.jp
〜お気軽にお尋ねください〜

書 道 研 究

玄 游 会

＜一般部＞9/5・19・26（火）、9/8・29（金）
＜教育部＞9/5・19・26（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

西嶋華園
0771-24-5105 http://kaen-syo.com

塩見

大人のためのバイオリン教室

（バイオリンを持っていなくても参加できます）

9/12・26（火）
午前10時〜10時45分
午前11時〜11時45分
＜参加費＞3,000円
（月額）
見学自由
（事前にお申し込みください）
田中春美
0771-22-0063 （メール）jbe00065@nifty.com
ピーターウォーカー認定助産師による

ベビーマッサージ教室（生後6週からはいはいするまで）

9/12・19（火）午後1時〜2時30分

9/26（火）
午前10時〜11時30分
＜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

田村産婦人科 松山
090-2066-4421

整 え ヨ ガ
9/3・6・13・17・20・27
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
サイトウ エリカ
090-8651-6907
（メール）kah.ri.e.w.l@docomo.ne.jp

タッパー流簡単手作りおはぎ＆時短クッキング
9/8（金）
午前10時30分〜午後0時30分
無料
(有)市川ホームパーティ 八木美菜子
0771-22-5363

ピ アノ ゆ う ゆ う 塾

ワンランク上の介護予防プログラム指導法

9/3（日） 午前10時30分〜11時30分 無料説明会
9/16（土）
・17（日） 午前10時30分〜午後2時
＜受講料＞8,000円〜
Primary（初級）認定講師コース
公式ホームページ http://www.pianoyuyu.jp
一般社団法人 全国ゆうゆう塾協会
090-8360-5130（吉田）
（メール）info@pianoyuyu.jp

歌 声 サ ー クル

ゆりの 会

9/7・21 第1・3木曜日
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
土井百合子（ピアノ講師）
0771-24-9987
公益社団法人 自彊術普及会

自

彊

術

9/4・11・25（月）
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。
公益社団法人 自彊術普及会 古岡初音
090-8481-5004

フィットネスウォーキング（室内）

子ども絵画造形 アトリエ葵美術教室

水彩・油絵・絵てがみ・デッサン等

9/5・12・19・26 毎週火曜日
午後4時45分〜6時30分
初回体験無料
＜月謝＞5,500円
（材料費含む）
＜入会＞2,000円
亀岡教室担当 宮川 萌
080-1486-9973 （HP）atorieaoi.wixsite.com

9/6・13・20・27 毎週水曜日
午前10時〜正午
＜受講料＞1回 2,000円 体験無料
（月謝制ではありません。受講毎のお支払いです）
初心者の方でも安心してお越しください。
山田
050-3395-9739 （FAX）075-332-9739
（メール）39aoidesu@hera.eonet.ne.jp

水彩画・水墨画・仏画

絵手紙・油絵・デッサン・俳画・スケッチ・篆刻

9/4・18（月） 午後1時〜4時
＜初回＞無料、手ぶらで参加！
受講料は参加日のみ支払い（1回）2,000円
同じ月の2回目は1,800円
初心者、高齢者の方も歓迎します！
木村重雄
0771-26-2754／080-5319-2754
KS Sカルチャー

ステンドグ ラス 教 室

アトリ エ 井 戸

油彩画・水彩画・デッサン等

9/7・14・21 第1・2・3木曜日
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。
井戸修次郎
0771-24-4067／090-8796-4654
手作り作品もあり＆リサイクル品もいっぱい〜

おたのしみフリーマーケット

9/10（日）

9/4・11・25（月）
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
白石三四子
0771-24-5162

リサイクルショップ
090-6067-3436

（ 快 適 空 間で 楽しみましょう! ）

とっておきマーケット mini

ふ れ あいフリーマー ケット

午前9時30分〜午後3時30分
入場無料

15店出店
アットホーム

9/24（日）
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。
なでしこふれあいマーケット協会
0774-86-5328

9/17（日）

オリジナル食器を作りませんか

初心者の方、昔習って復習したい方
着物着付け倶楽部 どなたでもお気軽にお越しください。

9/22（金）

9/5・19

午前10時〜午後1時

午前10時30分〜午後0時30分

ポー セラーツ サロン

＜受講料＞3,000円

（白磁代、焼成代、材料費含む。レッスン後、tea time付）
谷内紀子
090-5121-3424

午前9時30分〜午後3時
詳しくは、
http://blogs.yahoo.co.jp/candytaftmama
candytuft 佐藤
080-5333-6155

1回

第1・3火曜日

500円

月謝制ではありません。受講毎にお支払いください
中川玉舟
080-6106-0005

10歳若返る美姿勢に！筋肉を増やして免疫力up!

（月曜シニア）9/4・11・25 午前10時〜11時
（メンズシニア）9/4・11
午前11時30分〜午後0時30分
（火・金曜）9/8・12・22・26 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）

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

「 ガレリア か め お か 」で 、結 婚 式 を

