
 

 

 

 

※表記の金額は消費税を含んでおります。※お申込時にいただいた個人情報はコープカルチャーの運営に関するご連絡やご案内などの目的に使用させていただくほか、「コープこうべ個人情報保護方針」に  

定めるとおりとします。※講座の閉講や中止以外は 3 カ月ごとの自動継続受講となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期 講座   手工芸 

コットンワーク   体   
◆第4(月) 

10:00～12:00 

◆6,600円 

(3ヵ月3回・別途運営費 

・別途材料費) 

◆伊達  多美子 

(ホビーラ･ホビーレ専属講師) 

着物＆服地で楽しい洋服づくり 

<A> <Ｂ> 体   
◆第2･4(火) 

<A>9:30～12:00 

<B>13:00～15:30 

◆各12,540円 

(3ヵ月6回・別途運営費・別途材料費) 

◆伊藤  安子（アトリエコスモス主宰） 

季節とあそぶいきもの刺繍  体   
◆第1･3(火) 

13:00～15:30 

 

◆13,200円 

(3ヵ月6回・別途運営費 

・別途材料費) 

◆中村 知葉(いきもの刺繍家MOHA MOHA) 

銀のジュエリー  体   
◆第2･4(水) 

10:00～12:00 

◆13,200円(3ヵ月6回 

･別途運営費･別途材料費） 

◆吉田 裕子 

((社)日本ジュエリーデザイナー協会正会員) 

アジアンノット  体   
◆第4(水) 

10:00～12:00 

◆5,940円(3ヵ月3回 

･別途運営費・別途材料費) 

◆野口 和(作樂主宰) 

 

パーチメントクラフト  体   
◆第2(木) 

10:00～12:30 

◆7,590円(3ヵ月3回 

･別途運営費･別途材料費) 

◆松原  真美 

(IPCA認定講師) 

欧風木彫  
◆第2･4（金） 

10:00～12:00 

◆11,220円（3カ月6回・別途運営費・別途材料費） 

◆山岡 悦子(木象会講師） 

やさしい手描き友禅   
◆第2･4(金) 

10:00～12:00 

◆13,200円(3ヵ月6回・別途運営費・別途材料費) 

◆三宅  紀久子(萌紀会主宰) 

定期 講座   芸  術 ・ 絵  画 

福を呼ぶ韓国民画 体   
◆第1(月)10:00～12:00 

◆7,590円 

(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆李  恵賢 

(韓国韓紙工芸講師・民画作家) 

水墨・はじめてのレッスン 体   
◆第1(月)13:00～15:00 

◆6,600円 

(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆潮見  冲天 

（日本南画院審査員） 

小さな水彩スケッチ <月曜> <木曜> 体   
◆<月曜>第3(月)13:00～15:00 

 <木曜>第2(木)13:00～15:00 

◆各6,600円 

(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆松下  侃立(水彩画家) 

草花のスケッチ(室内)  
◆第2(火)13:30～15:30 

◆6,600円 

(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆松村 基子 

ボタニカルアート(植物画）  
◆3ヵ月5回(木)13:30～15:30  ○満 

◆12,100円(3ヵ月5回･別途運営費) 

◆尾形  幸子 

(ボタニカルアーティスト植物画教室主宰) 

はじめての仏像彫刻  体   
◆第2･4(木) 

13:00～15:00 

◆14,520円(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆水戸川  櫻華(京仏師) 

絵手紙 少 
◆第1･3(金)10:00～12:00 

◆12,540円 

(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆藤井 世津子 

(日本絵手紙協会公認講師) 

水彩画を描く 体   
◆第1･3(金)13:30～15:30 

◆15,840円(3ヵ月6回 

･別途運営費･モチーフ代込) 

 

◆柴田 敦子 

監修:千代田 利行(日本水彩画会参与) 

墨彩画(俳画)<A> <Ｂ> 体   
◆第2･4(土) 

〈A〉10:00～12:00  

〈B〉13:30～15:30 

◆各11,880円 

(3ヵ月6回・別途運営費) 

 ◆潮見  冲天(日本南画院審査員) 

絵画 <C> 体   
◆第1･3(水) 

10:00～12:00 

◆13,200円 

(3ヵ月6回 

･別途運営費) 

◆江原  和足(自由美術協会員) 

絵画 <A> 体   
◆第2･4(土) 

10:00～12:00 

◆13,200円 

(3ヵ月6回 

･別途運営費) 

◆岩下 千広(画家) 

わくわく風景スケッチ【現地講座】体   
◆第3(金)10:00～14:00頃 

(雨天の場合室内で 

13:00～15:00) 

◆7,590円 

(3ヵ月3回･別途運営費 

・別途現地費用実費) 

◆六人部  侑子 

定期 講座   教 養 ・ 語 学 

ボンジュール！ラ・フランス 

（フランス語入門講座）体   
◆第1･2･3･4(火)9:45～11:15 

◆25,080円(3ヵ月12回・別途運営費） 

◆ボルドリージャンフィリップ 

Ｌｅｔ's ｔａｌｋ！英会話<Ａ> <Ｂ> 体   
◆第1･2･3･4(木) 

<A>10:00～11:30 

<B>11:35～13:05 

◆各29,040円（3ヵ月12回・別途運営費） 

◆神戸YWCA学院講師(バラティー講師) 

英語リーディング 体   
◆第1･3(土) 

13:00～14:30 

◆9,240円 

（3ヵ月6回･別途運営費） 

◆大槻 博(梅花女子大学名誉教授） 

楽しく俳句 <月曜> <金曜> 体   
◆〈月曜〉第3(月)13:30～15:30 

   〈金曜〉第4(金)13:30～15:30 

◆各6,930円 

(3ヵ月･3回･別途運営費) 

◆大山 文子(「火星」同人) 

朗読教室 体   
◆第1･3(火) 

10:00～12:00 

◆13,200円 

(3ヵ月6回・別途運営費) 

◆宮下 亜矢子 

わかりやすい日本史 体   
◆第2(火) 

10:30～12:00 

◆6,270円 

(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆福島 元（元高校教師） 

楽しい川柳教室 体   
◆第1(水) 

13:30～15:30 

◆6,600円 

(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆中桐  徹(ふぁうすと川柳社同人) 

源氏物語を読む  体   
◆第2(火)10:30～12:00 

源氏物語の女性たち 体   
◆第4(火)10：30～12：00 

◆各6,600円(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆黒柳 敦子（京都外国語大学非常勤講師） 

楽しい短歌わくわく歌会  体   
◆第2･4(水)13:30～15:30 

◆11,880円(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆桂 保子(「未来短歌会」所属、現代歌人

集会会員、兵庫県歌人クラブ副代表) 

初めての短歌 

～言葉を紡いで～  体  
◆第4(水)10:30～12:00 

◆5,940円（3ヵ月3回・別途運営費） 

◆桂 保子(「未来短歌会」所属、現代歌人

集会会員、兵庫県歌人クラブ副代表) 

万葉集を楽しむ  体   
◆第2(金)13:30～15:30 

◆6,930円 

(3ヵ月3回･別途運営費) 

◆岡本 三千代 

（万葉うたがたり会主宰） 

いきいき俳句 体  

〈第1金曜〉<第3金曜>  
◆〈第1金曜〉第1(金)13:30～15:30 

〈第3金曜〉第3(金)13:30～15:30 

◆各6,930円(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆村上 栄子(現代俳句協会所属） 

定期 講座   趣  味 

自分らしく楽しむ・写真教室 体   
◆第1(火)10:00～12:00室内 

第3(火)屋外撮影会 

◆15,180円(3ヵ月6回･別途運営費・別途交通費等実費) 

◆水野 真澄(公益社団法人日本広告写真家協会正会員) 

女性のための健康いきいき麻雀<木曜> 体   

◆第1･3(木)10:00～12:00        少  
◆11,880円(3ヵ月6回･別途運営費･別途卓代) 

◆引地 大輔 

(日本健康麻将協会認定レッスンプロ)  

大人のプログラミング教室【第4週】① ② 体     
◆第4(土) ① 9:45～11:15  ② 11:15～12:45 

◆各9,900円 

(3ヵ月3回･別途運営費・テキスト代1,500円) 

◆山下 智砂子(Universal Robot Lab) 

定期 講座   こ ど も  

子どもクラシックバレエ<Ａ> <Ｂ> <Ｃ>  体   
◆第1･2･4（木）<Ａ>(3歳～)15:15～16:05 

<Ｂ>(小1～4)16:15～17:15 

<Ｃ>(ﾄｩ-ｼｭー ｽ゙ 小5～)17:15～18:30 

◆<Ａ><Ｂ>各14,850円 <Ｃ>18,315円 

（各3カ月9回・別途運営費） 

◆田中 晶子(波多野澄子バレエ研究所） 

モダンバレエ 

<こども1> <こども2>  体   
◆第1･2･3･4（土） 

<こども1>(3歳～小1)10:45～11:45 

<こども2>(小2～中学生)11:45～12:45 

◆各19,800円（3カ月12回・別途運営費） 

◆寺井 美津子(藤田佳代舞踊研究所教師） 

原キッズ体操教室 

<小1～小4> 体   
◆第1･2･3･4(金) 

16:15～17:15 

◆19,800円 

(3ヵ月12回・別途運営費） 

◆原 あづさ（原キッズ体操教室主宰） 

定期 講座  現 地 講 座 ・ 書  道 

樹木に親しむ山歩き 体   
◆第3(木)9:00～15:00頃 

(行先により変動有） 

◆8,250円(3カ月3回 

・別途運営費・別途現地費用実費） 

◆山本 順一(兵庫県生物学会員） 

野山の植物散歩<A> <B> 体   
◆<Ａ>第2(木)10:00頃～14:00頃  

<Ｂ>第3(木)10:00頃～14:00頃(行先により変動有） 

◆各6,600円 

(3ヵ月3回・別途運営費･別途現地費用実費) 

◆村瀬 りい子 

（環境カウンセラー、西淀自然文化協会事務局長） 

実用書道 <A> <B>  体   
◆第1･3(水) 

<A>10:00～12:00 

<B>13:30～15:30 

◆各11,220円 

（3ヵ月6回・別途運営費） 

◆湯瀬  明子 

（文部科学省認定書道･ペン字師範） 

かな書道   
◆月2回(金) 

13:30～15:30 

◆14,520円 

(3ヵ月6回・別途運営費) 

◆河原 照子 

(書道香櫻会参与） 

一部の講座をのそき、体験ができます（有料・要予約）○満 の講座以外は見学もできます。 

2023 年 12 月 31 日まで 

 コープカルチャー宝塚 ☎ 0 7 9 7 - 8 3 - 1 0 1 5 

受付時間 9：00～17：00 日曜・祝日休館 

ご来館でのお支払いは 16 時半まで 

ﾘﾆｭｰｱﾙ講座 体 体験あり 少少人数募集 ○満 キャンセル待ちで受付   
ﾘﾆｭｰｱﾙ      定期 3 カ月ごとに更新の継続講座。 

別途運営費(1 期 3 カ月 550 円)必要  

一日 一日の講座  

シリーズ 回数が決まった講座 

 
ﾘﾆｭｰｱﾙ      

 
ﾘﾆｭｰｱﾙ      



 

        夏 休 み の 講 座 は 6 月 募 集 ス タ ー ト！お 楽 し み に♪      

 

 

 

 

 

 

 

定期 講座   音  楽 ・ 楽  器 

中高年から始めるらくらくピアノ○R 

<ビギナーズ> 体   
◆第1･3(月)10:00～11:30 

◆13,200円(3ヵ月6回 

･別途運営費･･別途テキスト代） 

◆吉崎  すみれ（兵庫支部1級 認定講師） 

室内合唱  体   
◆3ヵ月5回(月) 

10:30～12:00 

◆11,000円 

(3ヵ月5回・別途運営費) 

◆鍋島  正子(声楽家) 

大人のピアノ 

(個人レッスン)   
◆第1･2･4(火) 

11:30からの定時間(30分) 

◆22,770円(3ヵ月9回･別途運営費) 

◆岩﨑 玲子 

やさしいフルート 
◆第1･3(水) 

10:00～13:00間の定時間 

◆13,860円 

(3ヵ月6回・別途運営費） 

◆木村 礼子(フルート奏者) 

ウクレレ教室<A> < B> <C> <入門> <はじめて> 
◆第1･3(水)<A>10:00～11:30 <B>11:40～12:40 

<入門>13:00～14:00<Ｃ>14:20～15:20 

<はじめて>15:30～16:30 

◆<Ａ>11,880円(3ヵ月6回･別途運営費)  

 <Ｂ><Ｃ><入門><はじめて> 

各11,220円(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆熱田  一樹(大野ギター音楽院) 

なかまと楽しむ 

シニアピアノ<A><B> 体   
◆第2・4（水） 

<A>12：45～14：15 

<B>14：20～15：50 

◆各14,520円 

（3カ月6回・別途運営費・別途テキスト代） 

◆吉崎  すみれ  

いきいきヴォイスレッスン 体  少  
 

◆第2･4(水)10:30～12:00 

◆13,200円 

(3ヵ月6回・別途運営費) 

 

◆清水  美也子 

 (ヴォイストレーナー、元劇団四季) 

梶原千沙都監修 いきいき楽しむヘルマンハープ 

<ゆったりコース> <チャレンジコース>  
◆第1(木) 

<ゆったりコース>13:30～15:00 

<チャレンジコース〉15:15～16:45 

◆各11,880円(3ヵ月3回･別途運営費･テキスト代) 

◆北山  悟子(日本ヘルマンハープ振興会本部講師) 

大正琴 体   
◆第2･4(木) 

9:30～17:00の定時間 

◆11,880円(3か月6回･別途運営費) 

（指導者コースは別料金） 

◆中堂  知恵(琴城流大正琴教授) 

◆中島  しづ子(琴城流大正琴講師) 

ギターを奏でる <入門> <A> <B> 体   
◆第1･3(木) 

<入門>12:15～13:15 

<A>13:30～14:45 

<B>15:15～16:30 

◆各15,840円(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆大西  ノリフミ(ギタリスト) 

プロが教える演歌カラオケ教室 <A> <Ｂ> 体   
◆第1･3(金) 

<A>13:00～14:30 

<B>14:45～16:15 

◆各13,530円 

(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆よねだ おさむ(テイチクレコード所属) 

ラララ女声コーラス 体   
◆第2･4(木) 

14:00～15:30 

◆13,200円 

(3ヵ月6回、別途運営費) 

◆矢野 美由紀 

(関西二期会正会員) 

リコーダーアンサンブルを楽しもう 体   

◆第2･4(金) 

14:00～16:00 

◆13,200円 

(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆木戸 麻衣子(リコーダー奏者) 

二胡 <応用A> <応用B> <基礎> <入門 >  体   
◆第2･4(土) <応用A>9:10～10:10 

<応用B>10:10～11:10  

<基礎>11:10～12:10 

  第1･3(土) <入門>9:10～10:10 

◆<応用A･B>各15,180円(3ヵ月6回･別途運営費) 

<基礎･入門>各14,520円(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆凛(RIN)(スタジオ翔) 

大人のJ-ＰＯＰ 体   

ヴォーカル･レッスン  
◆第2･4(金) 

14:30～16:00 

◆13,530円 

(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆よねだ おさむ 

(テイチクレコード所属) 

クロマチックハーモニカ   
◆第1･3(土) 

10:30～12:00 

◆13,200円 

(3ヵ月6回･別途運営費) 

 

◆辻 晋哉 

(クロマチックハーモニカ奏者) 

ゴスペル 体   
◆第2･4(土) 

15:00～16:30 

◆13,860円 

(3ヵ月6回･別途運営費) 

◆藤澤 博子（大阪音楽大学

短期大学部ポピュラーヴォ

ーカル講師） 

ドラムをたたこう！<木曜> <土曜>  体   
◆第2･4(木)14:00～15:15 

   第2･4(土)9:45～11:00、11:15～12:30 

◆各13,860円(3ヵ月6回 

･別途運営費･ドラム使用料込) 

◆平田 哲也(ドラマー) 

オカリナ入門  体   
◆第2･4(土) 

13:00～14:30 

◆13,860円(3ヵ月6回 

･別途運営費) 

◆永澤 学（オカリナ奏者） 

ケーナ 体   
◆第2(土)15:00～16:45 

◆6,930円 

(3ヵ月3回・別途運営費) 

◆きしもと タロー 

(笛･ケーナ演奏家) 

定期 講座   健 康 ・ スポーツ 

バランスボールで健康体操  体   
◆第1･3（月）  
13:30～14:45 

◆11,880円（3カ月6回・別途運営費） 

◆土岐 理恵(健康運動指導士） 

ピラティスでリフレッシュ 体  少  
◆第2･4(月)                

10:30～11:30 

◆13,200円(3カ月6回・別途運営費） 

◆伊井 由加里（むすびピラティス宝塚主宰） 

中高年のダンベル・ストレッチ<毎週> 体   
◆第1･2･3･4（火）9:30～11:00 

◆19,800円（3カ月12回・別途運営費） 

◆秦井  治子 

やさしいベリーダンス 体   
◆第2･3･4（火）13:00～14:30 

◆18,810円（3カ月9回・別途運営費） 

◆朱里 TAIKO（朱里リズム・ムーブメント教室主宰） 

スポーツウエルネス吹矢 <午前>  <午後>  体   
◆第2･4(水)<午前>10:00～11:30 <午後>13:00～14:30 

◆各9,240円（3カ月6回・別途運営費） 

◆神島  利明・神島  啓子 

（（社)日本スポーツウエルネス吹矢協会公認指導員） 

ハワイアンフラ<火･初級・火･基礎><金･入門> 体   
◆<火･初級>第1･2･3(火)9:45〜11:00 
<火･基礎> 第1･2･3(⽕)11:15〜12:30  

<金･入門>第1･3(⾦)13:45〜15:00 

◆<初級･基礎>16,830円（3カ⽉9回・別途運営費） 

<入門>11,220円(3カ⽉6回・別途運営費） 
◆北川 まいこ（フラプルメリアインストラクター） 

大人のクラシックバレエ<経験者> <初心者〉体  ○満  

◆<経験者>第1･2･3･4(金)10:30～12:00  

<初心者>第1･2･4(金)12:20～13:20 

◆<経験者〉24,420円（3カ月12回・別途運営費） 

<初心者〉15,345円（3カ月9回・別途運営費） 

◆羽田 佐貴子（波多野澄子バレエ研究所） 

こころと身体をととのえるヨガ 体   
◆第1･2･3(水)9:30～10:30 

体幹を鍛える美姿勢ヨガ 体   
◆第1･2･3(水)11:00～12:00 

◆各17,820円（3カ月9回・別途運営費） 

◆土山 亜矢子(カルペディエム主宰） 

中高年の正しい姿勢＆歩き方  体   
◆第1･3（水） 

13:45～15:00 

◆13,200円(3カ月6回 

・別途運営費） 

◆朝比奈 優（（有）スタジオKIKI 

インストラクター） 

井上ケイのアロハ・フラ  

<午前> <午後>  体   
◆<午前>第1･3(木)9:45～10:45  

<午後>第1･2･3(木)13:00～14:00 

◆<午前>9,900円(3カ月6回・別途運営費） 

<午後>14,850円(3カ月9回・別途運営費） 

◆リマナニフラスタジオ講師陣 

やさしいヨーガ 体   ○満 

◆第2･4(木) 

10:00～11:15 

◆13,200円(3カ月6回・別途運営費） 

◆野村 香織（YOGA-Sila主宰) 

身体すっきり骨盤体操 体   
◆第2･4(金) 

14:00～15:00 

◆12,540円(3カ月6回 

･別途運営費) 

◆鴛海 晴美(カイロプラクター) 

背骨コンディショニング体操 体   
◆(第1･3(土) 

13:15～14:45 

◆11,880円 

(3カ月6回･別途運営費) 

◆井藤 典子 
（背骨コンディショニング協会認定インストラクター） 

シリーズ 講座 ・  一 日 講 座 

ハングル<初心者><初級><中級>  
◆第1･2･3（月） 

<初心者>9：30～10：30 <中級>10：40～12：10 

<初級>13：00～14：30 

◆各18,810円(3カ月9回） 

◆田村  彰子(通訳案内士) 

ボンジュール！ラ・フランス  

セミプライベートレッスン  ○満 

◆第2･4(火)11：30～12：30 

◆23,100円(3カ月6回） 

◆ボルドリー ジャンフィリップ 

Dr.Abbeyが伝授！夢をかなえる 

イングリッシュ  
◆第2･4(土)13:30～15:00 

◆13,200円(3カ月6回） 

◆Dr.Abbey（（阿毘博士）芸術学博士、言語学者） 
※ この後の日程はお問合せください 

『和泉式部日記』を読む 
 

◆第4(月)13：30～15：00 

◆6,930円（3カ月3回） 

◆吉田 究 

（梅花女子大学名誉教授） 
季節のちりめん細工  
◆第3(金)13：00～15：00 

◆4,950円 

（3カ月3回・別途材料費） 

◆牧村 菜代子 

（ちりめん家「菜の花」主宰） 

懐かしのPops＆Jazz 

を歌おう♪  
◆第2･4(火)13：00～14：30 

◆13,530円(3カ月6回） 

◆大西 ノリフミ（ギタリスト） 

タロットリーディング<実践編>  
◆第3(土)13：00～15：00 

◆8,250円(3カ月3回 

・別途初回テキスト代3,300円 

◆灯鹿璃(Akari Tarot Labo主宰) 

風水気学で始める開運生活 
 

◆第4（金）10：00～12：00 

◆8,580円（3カ月3回）） 

◆名越 万桜（認定易学士、開運鑑定士） 

金継ぎ講座<初級>  
◆4月20日、5月18日、6月15日 (木)13：00～16：00  

 申込締切4/13  

◆13,200円(3カ月3回・別途材料費3,000円位） 

◆大藏 信一（漆工芸家） 
※ この後の日程はお問合せください。 

宝塚うたごえさろん 
◆4月10日、5月8日、6月5日、7月10日、8月7日 

(月）10：00～11：30  

◆各2,200円  

◆土居  尚美・泊 美恵 
※ この後の日程はお問合せください 

ナチュラルフラワーアレンジメント  
◆4月27日、5月25日、6月22日、9月28日 

(木)10：00～12：00 

◆各2,310円（別途材料費3,000円） 

◆田代 哲（ｈａｎａ ｎａ） 
※ この後の日程はお問合せください。 

四柱推命(初級)(中級)(上級) 
◆第1・3(土) 

(初級)13：00～14：00 

(中級)11：10～12：10 

(上級)14：10～15：40 

◆(初級・中級）各9,900円(3ヵ月6回） 

(上級)16,500円(3ヵ月6回） 

◆名越  万桜（認定易学士、開運鑑定士） 

姓名判断 
◆第1･3(土) 

10:00～11:00 

◆9,900円 

（3カ月6回） 

◆名越  万桜（認定易

学士、開運鑑定士） 

春のおたより 

～カラー筆ペンで春のご挨拶状～ 

◆ 3月22日(水)10：00～11：30 

◆ 2,200円(別途テキスト代1冊500円、 

必要な方のみ別途道具レンタル代300円） 

◆小倉 遙昂（暁書法学院 講師） 
※ 約3カ月ごとに実施しています。日程はお問合せください。 

2023 年 12 月 31 日まで 
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一日 
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