
神楽文化教室　講座一覧表

講座分類 講座名 講師名 講座回数 講座曜日 講座時間
受講料
（税込）

お茶・お花 小原流いけ花教室 長内　則子 月2回 第1・第3土曜日 13:00～16:00 2,750

お茶・お花
オーストラリアン・プリザーブドワイ

ルドフラワー
渡邊　玲子 月1回 第4火曜日

10:00～12:00
14:00～16:00

2,145

ジュニア講座 子供ペン習字 酒井　麗水 月4回 火曜日 14:30～17:00 3,410

ジュニア講座 Jr.ジャズバレエ 行貞 悦子 月4回 土曜日
14:30～15:30
15:30～17:00

5,060

ジュニア講座 Jr.モダンバレエ 石脇　愛弓 月4回 火曜日
15:30～16:30
16:30～18:00

5,060

ジュニア講座 子供 空手道 芦田 芳朗 月4回 水曜日 18:30～20:00 4,840

ジュニア講座 学生書道 古川　祥蓮 月3回
木曜日
金曜日

16:00～18:30 4,015

ジュニア講座
オールイングリッシュのMETS英会話　

キッズクラス
METS専任講師 月3～4回(年44回) 水曜日

15:00～15:50(幼児)
16:00～16:55(小1・2)
17:00～17:55(小3・4)
18:00～18:55(小5・6)

7,095

ジュニア講座
オールイングリッシュのMETS英会話　

中学生クラス
METS専任講師 月3～4回(年44回) 水曜日 19:00～19:55 8,195

ダンス・舞踊 はじめてのハワイアンフラ

東倉　晴美

月2回/月3回
第2・第3・第4月曜日(祝日

休み)
10:00～11:00

(月2回)3,300円/
(月3回)4,500円

ダンス・舞踊 大人女子のハワイアンフラ 月2回/月3回
第2・第3・第4月曜日(祝日

休み)
11:00～12:00

(月2回)3,300円/
(月3回)4,500円

ダンス・舞踊 はじめてのタヒチアン 月1回/月2回/月3回
第1第2第4木曜日
(第3・祝日休み)

20:00～21:00
月1回1650円/
月2回3,300円/
月3回4,500円

ダンス・舞踊 ミセスのタヒチアン 月1回/月2回/月3回
第1第2第4木曜日
(第3・祝日休み)

13:00～14:00
月1回1650円/
月2回3,300円/
月3回4,500円

ダンス・舞踊 社交ダンス 橋本　真理子 月4回 火曜日 13:00～14:30 4,510

ダンス・舞踊 はじめてのストリートダンス LILI 月4回 木曜日 16:00～16:50 5,060

ダンス・舞踊 タップダンス　 茶木　美予子
金曜日月2回
土曜日月4回

金曜日・土曜日

金曜日基礎コース
19:30～20:30

金曜日中級コース
19:30～20:50

土曜日基礎コース
19:30～20:50

金曜日基礎コース月2回
3080円

金曜日中級コース月2回
3080円

土曜日基礎コース月4回
6160円

ダンス・舞踊
能楽観世流(ノウガクカンゼリュウ)　 

謡(ウタイ)と仕舞(シマイ)の教室
永島　充 月1回 第３火曜日 10:00～12:00

謡クラス：3300円
仕舞クラス3300円

音楽・うた はじめてのウクレレ 皆川　豊 月2回 第2・第4水曜日 13:00～15:00 2,200

音楽・うた やさしいギター 斉藤 治道 月4回 水曜日 18:30〜20:30 5,060

音楽・うた 楽しいカラオケ 中沢 広志　 月2回 第2・4月曜日 13:30〜15:30 3,630

音楽・うた カワイピアノ教室(こども・大人)

カワイ専属講師
豊瀬　雅美
森　薫葉
北　友香

福村　史帆

月・水・金・土 ※要相談

こども7150～(月3～4回)年
40回

大人4950～(月2回)年22回
大人7700～(月3～4回)年40

回

健康・運動 まったり疲労回復ヨガ 金野　みゆき 月4回 木曜日 18:30～20:00 5,060

健康・運動 ゆる☆スロ　健康体操 松本　匠叶 月4回 金曜日 10:30～11:30 4,510

健康・運動 リラックス・ヨガ 金野　みゆき 月4回 火曜日 18:30～20:00 5,060

健康・運動 健康体操教室「りずむ♪」
国沢　ひとみ

潮　京子
月2回 第1第3木曜日 10:00～12:00 3,300

健康・運動 さとう式リンパケア 竹田　久美子 月1回 第1月曜日 10:30～12:00 2,365

健康・運動
冷え・肩こりさんのための中医養生ヨ

ガ
高橋　広子 月2回 第2・4木曜日 10:00～11:30 3,300

健康・運動 ピラティス＆ストレッチ LILI 月4回 木・金
(木)17:00～17:45
(金)11:45～12:30

5,060

健康・運動 顔ヨガで楽しく若返る講座 なかの　よしこ 月2回 第2・4月曜日 10:00～10:45 3,630

健康・運動 簡単！お腹ひきしめヨガ なかの　よしこ 月2回 第2・4月曜日 11:15～12:00 2,530

健康・運動 背骨コンディショニング KANAKO 月4回 水曜日 14:00～15:00
月2回2750
月4回5060

工芸 モザイクタイル教室 中村　あきこ 月2回 第1・3木曜日 10:15～12:15 3,050

工芸
押し花・押し花ＵＶレジンＪｅｗｅｌ

アクセサリー
清野　知美 月1回/月2回 第1・3水曜日 10:30～12:30

月1回2365
月2回4730

工芸 トールペインティング 大崎 実千代 月2回 第1・3水曜日 10:15～12:15 3,960

実用・料理 おうちのお片づけ講座 佐々木　亜弥 月1回 第4水曜日 10:30～11:30 1,540

実用・料理 装道礼法きもの学院　礼法きもの教室 坂田 紗登美 月3回 第1・2・3火曜日 13:00～15:00 4,455

手芸 洋裁＆着物リフォーム 武田 礼子 月3回 火曜日・金曜日 10:00～12:00 5,445

手芸 ルルベちゃん®レッスン 竹田　久美子 月1回 第1月曜日 13:00～15:00 2,365

手芸 パッチワーク小物 盛安　美幸 月2回 第2・4水曜日 10:15～12:15 3,080

手芸
“むうむう”のかぎ針・棒針・タティン

グレース講座
武田　朝子 月1回/月2回 第1・第3水曜日 13:00～15:00

月1回1490
月2回2970

趣味 アロマテラピー教室 中村 知子 月1回 第1火曜日 10:30〜12:00 1,815

書道・ペン字 大人の習字教室 戸波　芳翠 月1回/月4回 木曜日 13:00～15:00
月1回1100
月4回4400

書道・ペン字 初歩の実用書道 馬場　松峰 月4回 金曜日 13:00～15:00 4,510


