
■4月18日（火）13：00～15：00 ■4月27日(木)10:00～12:00 ■4月24日（月）10:00～11:30 ■6月17日(土)10：30～12：30

■2,200円（別途材料費5,000円) ■2,090円（別途材料費2,200円） ■1,650円(別途材料費1,430円) ■1,650円（別途材料費2,000円）

 ※金彩を入れる場合は別途500円 ■中西　直子(Lapin・de・Silk主宰) ■はち　巻子 ■やの くみこ（pecookie主宰）

イストのカゴを作ります。

初心者は2回で仕上げます。

サイズ:上部口径約

■4月14日、5月12日（金）10:00～12:00 ■5月11日（木）13：00～15：00 ■5月24日（水）10：00～12：00 ■1,650円（1回・別途材料費3,500円）

■4,400円（2回・別途材料費2,800円） ■2,200円（別途材料費3,500円) ■2,200円（別途材料費1,980円） 　※別途筆代、金粉代。欠け方によっては別途

■西田 多万緒（tama te bako）  ※金彩を入れる場合は別途500円 ■MiYaBi 　　材料費が必要となる場合もあります

■4月13・20・27日、5月11・18日（木）

■6月9日（金）10:00～12:00 　(月)10:00～11:30 ■4月25日、5月30日、 　13:00～14:00 ※5/25以降も講座はあります。

■2,200円（別途材料費2,200円） ■1,430円(1回)  　6月27日、7月25日（火）10：00～13：00 ■8,250円（5回）

■西田 多万緒（tama te bako） ■原　美幸(ミライのカラダラボ主宰) ■2,200円（1回・別途材料費3,000円） ■北川　まいこ（フラ プルメリアインストラクター）

カリフォルニアロール

レンコンのファイバ-

サラダ、

パルテノでレアチーズ風カップヨーグルトケーキ

■4月25日、5月23日、6月27日(火) ■5月31日（水）10：30～12：00 ■6月8日（木)　12:30～14:00 ■5月30日（火）

　　10:00～12:00 ■1,100円（お土産付） ■2,200円（材料費込・お土産付） 　13：00～14：30

■8,250円(3回・別途初回テキスト代3,300円) ■ハウス食品㈱スパイスマスター ■2,970円(材料費込）

※写真は全てイメージです。

※この面の講座は全て桜塚で開催します。

【桜  　　塚】　豊中市南桜塚2-1-2　コープ桜塚の北隣

【東 豊 中】　 豊中市東豊中町4-3-13　コープ東豊中3F

【箕面中央】　箕面市坊島1-1-15　コープ箕面中央4F

【茨   　 木】　茨木市別院町4-19　赤田ビル2F

【高　　　槻】　高槻市高槻町15-8　ダイエツビル2F

【島　　　本】　三島郡島本町青葉1-2-10　コープ島本2F

用の小さめサイズ

もあります。

たくさんの転写紙から

お好きな柄を選んで

作れます。お渡しは

焼成後となります。

似顔絵やメッセージを書

いてプレゼントしません

か?(お顔クッキーは2枚) 

写真の竹ザル、ラッピング

用の透明な袋、シール

付き。大人1人での参加

や親子参加もできます。

親子は大人1人につき子ども1人で4歳～小学生対象

材料セットの追加もできます。(別途+2,000円)

お渡しは焼成後となりま

す。

好きなカラーや形のタイル

を使って使いやすいトレー

を作ります。タイル選びも

楽しい時間です。 持ち帰りできます。

サイズ:14.5X21cm

こどもの日のイベントに

鯉のぼりのデコ巻き寿司

でお祝いしましょう。

クラフトバンド  2回シリーズ

アジアン風ループバスケット

ポーセラーツ
～ティーフォーワン～

タイルクラフト
「ミニトレー」

■大野　百合（北摂ジョワイユ）

デコ巻き寿司
「こいのぼり」

季節のグラスアート
「あじさい」

ポーセラーツ
～ペットフードボウル～

アイシングクッキー
～父の日～

■江藤 雄造（漆芸家・江藤漆美術工芸代表）

江藤雄造の金継ぎ講座

ポットとカップが一体にな

っているティーセットを

作ります。たくさんの

転写紙からお好きな柄

を選んで作れます。

■灯鹿璃(あかりタロット研究会主宰) ■京つけもの大安講師

～健康・いきいき～
バランス経絡体操

癒しの陶芸
～基礎からはじめる～

ハワイフラ
クラフトバンド

チェーン模様のカゴ

タロットリーデイング入門
 ハウス食品㈱ スパイス活用講座

スパイスマスターによる
使い方説明

 森永乳業㈱協賛
本気の腸活で美しく健康に

(試食のみ）

京つけもの大安のぬか漬教室
～冷蔵庫で育てる

自分だけのお漬物～

手回しろくろを使ってオリ

ジナル作品を作りましょ

う。お渡しは

焼成後です。

心落ちつく陶芸。土をこね

初めての方にぴったり。

美容と健康のために始めま

しょう。

4月13日は初めての方は
550円で体験できます!!

うになれたらいいですね。

欠けたり割れたりした大切な

器を、金継ぎの手法で

甦らせましょう。1回では

出来上がらない場合も

あります。1、2点お持ち

の道具を入れたり、使い

やすいカゴです。

サイズ：直径20㎝の楕円

カラーフィルムとリード線

（鉛製テープ）でステンド

グラス風の作品が簡単に

作れます。

初めての方もOK!!

サイズ:直径15㎝

クラフトバンドを使って

持ち手がついたアジアンテ

果物を入れたり、編み物

　11.8㎝、高さ5.5㎝

小さいペットちゃん

ください。

基礎からしっかり学び、

カードの意味を読み取れ

るようになりましょう。

自分自身のことや身近

な人のことを占えるよ

体調のいい毎日の持続の

ために一緒に始めましょう。

クラフトバンドを使って

使いやすい大きさのカゴ

を編みましょう。リモコンや

ハンドクリームなどこまごま

したものを入れてみては?

サイズ：高さ14㎝×横17㎝

　　　　　×奥行16㎝

健康を維持したい方や

自分なりの健康法を見つけ

たい方にお勧め!無理せず

楽しく体のことを考えながら

動かしていきましょう。

受講者にはタロットカード

の販売もしています。

日常をスパイスで豊かに!!

見て、触って、 スパイスの香

りや魅力を感じてください。

定番料理をおいしくする使い

方のコツを伝授します。

試食あり。

ハウス食品のお土産付き。

　料理講師　水嶋晴代

腸内環境を整える簡単にできる人気腸活レシピを紹介

■大野　百合（北摂ジョワイユ）

■4月20日、5月18日、6月15日(木)13:30～15:30

■3月20日、4月17日、5月15日、6月19日

■小谷　安久

■森永乳業㈱　豊留大輔

 野菜の漬け方から日々の

管理や漬け込み方、 健康

効果など、創業120周年を

迎えた大安の講師が教え

ます。野菜を付け込んで

持ち帰り、自宅で何度も

漬けられます。

大安のお土産付き。

します。試食のみ。

森永のお土産付き。

メニュー :

手の動きやステップを基礎

からゆっくりと進めるので



■1,650円（1回・別途材料費330円）

■村上 准子（STUDIO SUK CAI認定講師） ■村上 准子（STUDIO SUK CAI認定講師 ） 住所 : 尼崎市塚口町1丁目16-1(コープ塚口2階)

　6月1日(木)13:00～15:00 　6月1日(木)13:00～15:00
■2,200円（1回・別途材料費） ■2,750円（1回・別途初回テキスト代と本代・ナイフ代） ■2,750円（1回・別途材料費と初回ナイフ代）

■MiYaBi ■村上 准子（STUDIO SUK CAI認定講師 ） ■村上 准子（STUDIO SUK CAI認定講師 ）

　（有限会社六甲味噌製造所代表取締役）

定期講座 : 8,580円（3カ月6回・別途運営費） 定期講座 : 9,240円（3カ月6回・別途運営費・別途テキスト代） 定期講座 :7,986円（3カ月6回・別途運営費） 定期講座 :9,900円(3カ月6回・別途運営費)

■中村　則夫（（社）日本スポーツウエルネス吹矢

定期講座 : 17,952円（3カ月12回・別途運営費） 定期講座 : 11,220円（3カ月6回・別途運営費） 定期講座 : 12,870円（3カ月9回・別途運営費） 定期講座 : 各9,900円（3カ月6回・別途運営費）

■中村　則夫（（社）日本スポーツウエルネス吹矢

定期講座 : 9,240円（3カ月6回・別途運営費） 定期講座 :13,860円（3カ月9回・別途運営費） 定期講座 : 13,860円（3カ月9回・別途運営費） 定期講座 : 各9,900円（3カ月6回・別途運営費）

フラを楽しみながら、心のやすらぎ 個人の進行度に合わせて仮名（古典

定期講座 : 9,900円（3カ月6回・別途運営費） 定期講座 :10,560円（3カ月6回・別途運営費とテキスト代） 定期講座 : 11,979円（3カ月9回・別途運営費） 定期講座 :9,900円(3カ月6回・別途運営費)

■【高槻】第1・3・4（木）14：00～15：30

■【島本】第1・3・4（火）13：30～15：00

定期講座 : 各12,870円（3カ月9回・別途運営費）

    （峨眉養生文化研修院理事）

■体験料 : 1,430円(1回)

体をほぐして、気血の循環を促し、

自然治癒力を高めます。動き・呼吸

法など「体・心・意識」のコントロール

生涯健康でいきましょう。

音楽にあわせ体を動かし、肩こりや

腰痛をなくすだれでも参加できる

体操です。

■第1・3（水）10：30～12：00

■萩原 邦枝

■第2・4（月）11:30～12:30

■高野　香織(バレエ講師)

■体験料 : 1,430円(1回)

■第1・3(月)10:00～11:30

■大槻　博（梅花女子大学名誉教授）

■体験料 : 1,540円(1回)

～体も心も楽になる～　【茨木】

シニアの若返りストレッチ

40歳からの
ストレッチ＆バレエ【桜塚】

■体験料 : 1,760円(1回)

楽らく健康体操【茨木】

ストレッチ＆ダンベル
エクササイズ【桜塚】

■月4回（水）13：30～15：00

■油田 健一（ヘルスケアトレーナー）

■体験料 : 1,496円(1回)

の気血の巡りをよくして、心もリラ

ックスさせ、健康増進を図り

ます。

■高野　香織(バレエ講師)

■体験料 : 1,870円(1回)

■第1・3・4（金）10：00～11：30

■萩原 邦枝（峨眉養生文化研修院理事）

バランスボールエクササイ
ズ【東豊中】

いすに座ったりマットの上で行う

ため、転倒の心配なく動けます。

血行をよくし、筋肉をつけて、軽やか

に動けたらいいですね。

昨今の出来事や社会情勢などを中心

に、身近な話題を英語で読みます。

堅苦しく考えずに気軽に参加して

みましょう。

転倒予防、介護予防、体幹強化、

健康寿命の延伸、腰痛予防、ひざの

痛みの緩和のために楽しく動き

ましょう。

します。堅苦しく考えず健康のため

に始めましょう。

ゆったりと体を動かしながら全身

■体験料 : 1,650円(1回)

■第1・3（火）10：00～11：00

■土岐 理恵（健康運動指導士）

■体験料 : 1,331円(1回)

■第2・4（月）10：00～11：10

■高野　真由実（全米ヨガアライアンス（RYT2000））

若さは健康な足腰から。足腰の筋肉を

無理なく鍛えましょう。

元気な先生と転びにくい体作りをしま

しょう。

男女問わず楽しめるスポーツです。

■【茨　木】第1・3（金）10：30～12：00

■【箕面中央】 第1・3（月）13：30～15：00

スポーツウエルネス吹矢
【茨木】【箕面中央】

■体験料 : 1,650円(1回)

　　協会上級公認指導員）

■第1・3・4（月）13：30～15：00

腹筋を使って健康になりましょう。

つき3歳以上の子ども１人まで。

フランスに古くから伝わる

手仕事です。初級から

アドバンスクラスまであり

ます。詳細はHPで。

初心者向けの体験講座です。

ナイフ１本で石鹸に彫刻をする

ソープカービングに挑戦してみ

ませんか。

フルーツカービング初心者向け

の講座です。食卓を彩るカービン

グの基礎が学べます。

■4月6日、5月11日、■4月6日、5月11日、

親子での受講は保護者１人に

～いすを使って～

らくらく体操【桜塚】

～英語で読む～

NEWS & CULTURE【桜塚】
らくらくバランスボール【桜
塚】

らくヨガ＆ストレッチ【桜塚】

■4月14日、5月12日、6月9日

　(金)10:00～12:00

■2,200円（1回・別途材料費）

■4月27日、5月25日、

　6月22日(木)13:00～15:00

■3,850円（1回・別途材料費）

■3月29日（水）13：30～15：30

■葛井 由起（Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｎｅｉｇｅ主宰）■西田 多万緒（tama te bako）

■6月8日(木)110:00～12:00

　北大阪急行緑地公園駅改札付近に9：45集合

■1,650円(1回・別途ポールレンタル代200円)

■松田　浩一

コープカルチャー
健康マージャン交流会(女性限定）

グラスアート
【桜塚】

生きがい自分史
～3回シリーズ～【桜塚】

ソープカービング体験
「ひまわり」【桜塚】

フルーツ＆ベジタブルカービング体験

「りんごのカービング」【桜塚】

ソープカービング【桜塚】
フルーツ＆
ベジタブルカービング【桜塚】

～歩くだけで全身運動！～

ノルディックウォーキング

■4月28日、5月26日、6月23日(金)13:30～15:30

■4,950円(3回・別途初回資料代1,000円)

■三谷　浩(税理士)

■4月6日、5月11日、6月1日

　　(木)13:00～15:00

■1,650円（1回・別途材料費600円）

■4月6日、5月11日、6月1日

   (木)13:00～15:00

【会場：コープカルチャー塚口】

日頃のマージャンの成果をため

しましょう。3ゲームを予定してい

ます。

人生経験、想い出を美しい形に

するのが、生きがい自分史です。

自分を再発見しませんか。

3回シリーズです。

バレエの基礎から丁寧に指導 腹式と胸式呼吸で健康に！

ダイエットにも最適!!

気功【高槻】【島本】

■中野 真由美（健康運動指導士）

■体験料 : 1,540円(1回)

■角張 勝博（気功自律健康道主宰）

■体験料 : 1,540円(1回)

■第1・3・4（水）13：30～15：00

■福永 登代子（スマイル健康講師）

■体験料 : 1,540円(1回)

を練習します。

ボールに腰かけて動くので体重の

負担が少なく楽に運動できます。

楽しく運動をしていきいきと過ごし

ましょう。

■第1・3（土）〈午前〉10：30～12：00

ハワイアン・フラ【箕面中央】 書道くらしの中へ【箕面中央】

■第2・4（月）13：00～14：00

らくヨガ＆ストレッチ【東豊中】

■第2・4（水）13：00～14：15

■北川 まいこ（フラ プルメリアインストラクター）

■体験料 : 1,650円(1回)

■第1・3（月）10:30～12:30

■森賀 嘉子（書道教師）

■第1・2・3（月）10：00～11：15

■土岐 理恵（健康運動指導士）

■第2・4（木）10：00～11：10　

■高野　真由実（全米ヨガアライアンス（RYT2000））

■体験料 : 1,650円(1回)

体が硬い方や運動不足の方にお

すすめします。体幹を鍛えていつ

までも動ける体を作りましょう。

ヨガ初心者にもおすすめです。

を一緒に手にいれませんか！ 臨書、月の課題）、漢字（楷書、行書、

1回目はウエルカムボード

を制作。2回目以降は

お好きな物を作ります。

す。基本の編み方をマスター

しましょう。

■体験料 : 1,331円(1回)

■体験料 : 1,430円(1回)

■5,970円（味噌5Ｋｇ分と樽代）

■長谷川　憲司

■4月5日、5月24日、6月7日(水)10：00～12：00

食卓を彩るカービングを

基礎から丁寧に学べます。

編み方のカゴやバッグを作りま

クラフトバンドを使って様々な

草書実用書（漢字・仮名混ざり文）、

ホリスティック気功【茨木】

気功【桜塚】

骨粗鬆症予防に効果的な体操。

肩こり五十肩の方にも。

ストレッチ体操で柔軟性を

ナイフ１本で石鹸に彫刻す
るソープカービングを基礎

から学べます。

国産の原材料で５Ｋｇ作ります。

基礎から学べる

クラフトバンド教室　【桜塚】
 Atelier Neigeの　　　　【桜塚】

カルトナージュレッスン～上級～
六甲味噌の味噌作り教室
<親子受講も可>【桜塚】

6月 : 服部緑地公園

■4月13日(木)10:00～12:00            写真はイメージ

　　協会上級公認指導員）

■体験料 : 1,650円(1回)

2本のポールを使った全身運動です。

雨天中止。現地解散。

4月 : 庄内パナソニック桜広場

5月 : 伊丹緑道

　阪急庄内駅の改札付近に9：45集合

■5月11日(木)10:00～12:00

■5月29日(月)13:00～16:30頃

■2,420円（参加賞有）

■引地　大輔

ヨガ初心者にもおすすめです。

                 〈午後〉13：00～14：30

スポーツウエルネス吹矢
午前・午後【桜塚】

  阪急伊丹駅の改札付近に9：45集合

体が硬い方や運動不足の方にお

すすめします。体幹を鍛えていつ

までも動ける体を作りましょう。


