




グルテンフリーなスリランカ風カレー

▲かわいい
　アイシングクッキー作り

◀レザーアクセサリー
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ペーニャ・フラメンカ

お花とフラメンコのコラボレーションライブ開催！

ペーニャ・フラメンカTAKARAZUKA

花カフェFLOWA Live (第1回) FLAMENCO

フラメンコ教室 春季生徒募集（初心者歓迎）

体操コース4・5月の
キャンペーン！

宝塚市南口1-7-34（阪急宝塚南口駅すぐ、郵便局うら）
20797-72-7388  10：00～22：00  日曜休
e-mail almdena@ares.eonet.ne.jp
http://www.p-flamenca.com/

踊り：飯間郁容、飯間正巳
歌：上林功　ギター：MIGUELON
料金：4,000円（タパス・ワンドリンク付）
会場：花カフェFLOWA
　　 （TEL:0797-85-3025）
Mail：hanacafeflowa@aurora.ocn.ne.jp
お申込：お電話かメールでお申込みのうえ、
　　　　 チケットをご購入下さい。

2018年4月8日（日）
14：15開場 15：00開演

初心者クラス（60分）
水曜19：30～20：30
金曜11：00～12：00

陽射しがぽかぽかしてくるこの季節だから、やってみたかった習い事にチャレンジ！
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茶道セラピー仁川教室

10代～何歳でも、気軽にできる！
1種類のお点前だから作法を覚えやすい
お稽古で、集中力がつき、心が落ち着く
お抹茶は健康にも良い
個別指導なので、
いつからでもOK！

受講料：月3回 5,000円（1回 約1時間）
日時：土曜～木曜（曜日時間帯はご相談）
講師：宇田宗風　
お問合せ・無料体験予約：0798-52-5675
（入会金無し・10月無料茶会
  お正月千円茶会有）
場所が分かりにくい時は
お電話ください。

豊臣秀吉の黄金の茶室にならった
金色の屏風や金色のポットが
生徒さんたちから大好評！

　利休流の流儀に沿った点前を1種
類、20分に限定し、ポットを使用する
ことにより、どなたでも気軽に教室や
自宅で点前ができ、落着きと集中力が
身につくので、持って生まれた能力を
発揮する事が可能になりますよ♪
　先生は、以前関西テレビよ～いドン
の隣の人間国宝さんにも認定された
優しい方です。

落ち着きと集中力が身に付く茶道です

茶道セラピー仁川教室

宝塚市鹿塩2-11-34
（阪急仁川駅徒歩3分）

20798-52-5675 金曜休
http://chanoyu.wixsite.com/sadotherapy

茶道セラピーのメリット

ソリオ
カルチャー教室
宝塚市栄町2-1-1 ソリオ1-3F
20797-81-8200 60797-81-4791
http：//www.takarazuka-c.jp/soriohall/
ソリオホール

Hiroki（Boo）
宝塚：火曜…10：00～11：00（超初心者向けHIPHOP）
　　　　 …11：10～12：00（各種ダンス基礎・応用クラス）
仁川：木曜…10：00～11：00（各種ダンス基礎・応用クラス）
※木曜のみ、さらら仁川多目的室Bにて。
無料（6月末まで）
1回 1,500円、月謝 5,000円～ ※詳しくはお問い合わせ下さい。
随時体験受付中（1回のみ1,000円）
www.grooboomj.jp
grooboo777@gmail.com
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お問合せ

初心者の方向けにポイン
トを絞ってクラスを進めま
す。気楽に身体を動かし
に来て、上手くなっていく
自分を楽しんでください！

　　スタジオ             グルーヴ

Studio GrooBOO
宝塚・仁川ダンス教室

ダンス 宝塚文化創造館
宝塚市武庫川町6-12　休館日：水曜（祝日除く）・年末年始
20797-87-1136 60797-87-1191
http://www.takarazuka-c.jp/bsk/
宝塚文化創造館
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ハワイの文化を学びなが
ら楽しく体を動かしましょ
う。初心者、お子様連れ
も大歓迎です！子供クラ
スはレッスン通い放題!!

お問合せ

山上 菜穂
月曜日 18：00～19：00 小学生クラス
　　　19：00～20：30  大人初心者クラス
宝塚ソリオ304号室 その他の曜日はお問い合わせください
2,500円
小学生 3,500円、大人 6,500円～
あり 1回1,000円
http://huionapuahalaaloha.wixsite.com/huionapuahalaaloha 
090-3973-2288
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ダンス フラダンス教室
Hui O Nā Pua Hala Aloha

話す声のトレーニングで、は
りのある美しい声を目指しま
す。舌や横隔膜も鍛えられ、
心も明るくなり、身体も健康
になります。

お問合せ

山本 いくみ
第1・2・4月曜（月3回）
10：00～11：30
2,160円（テキスト代込み）
月3回 4,320円
あり（500円） 4月16日（月） 10：10～11：30
http://amazingvoiceplus.com
090-1441-4315
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健 康 話す声の健康
ボイストレーニング

畑 節子・松川ひとみ
第1・2・3日曜 10：20～12：00
5,400円
6,500円（月3回）
A）1回 540円、B）1回 1,080円、C）1回 1,620円（初回のみ）

あり
http://hata-ballet.com
072-761-3277
hatasetsukoballet@gmail.com
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美しい体型と所作が身につく習い
事といえば、バレエ。お子さんは
3歳～、大人は経験者でもそうで
ない方もOK。親子一緒にレッスン
も出来ます。身体を柔軟にし、きれ
いな歩き方のレッスンもあるバレ
エを、春から始めてみませんか？ 
ぜひ一度試してみてください。

Ⓐ床ストレッチ 30分
　各関節をほぐしながら、筋力を鍛える
ⒷＡ＋基本のバーレッスン 60分
　優しい動きのバレエ
Ⓒフルレッスン 90分
　フロアで楽しく伸びやかに踊りましょう

畑 節子バレエ学院

U R L

お問合せ

バレエ

足立 学
第１・３水曜日 10：30～12：00
2,000円
1回 2,000円、別途教材費2,000円（半年）
初回体験無料
www.wingsgospelchoir.com
090-6981-7761
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ゴスペルは「愛・
解放・希望」の
音楽！ みんなが
自分らしく、楽し
く、自由に歌っ
ています！

ゴスペル教室
Gospel Jubilee

U R L

お問合せ

ゴスペル

福元 由比子、中村 美樹
毎月第1金曜
4月6日（金） 9：30～11：30スタート 毎月第1金曜（基本）
3,000円
3,500円（材料費別途）
１日体験レッスン 5月11日（金）
9：30～11：30 5,000円（受講料・材料費込）
https://ameblo.jp/lenten-rose/
『彩り豊かな人生を♪ 木の実とハーブのハーモニクラフト＆色と香りの養生学』
090-5138-1926（福元）
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ドイツ・ザルツブルクに伝わる技
法を用いて、特殊なワイヤーで
彩られたお花やスパイス、木の
実のアレンジを楽しみます。

U R L

お問合せ

木の実とハーブのハーモニークラフト教室
「アトリエ アニス」アート

自分でも気づかなかった「好き」が見つかるかも。おすすめの講座をご紹介します。

ソリオカルチャー教室＆
宝塚文化創造館

生徒募集!
※お問い合わせは各教室へ直接してください。 ※記載のない場合、受講料は1ヵ月分、金額は税込みになります。

茶道セラピーとは・・・ 　昨年12月中山台にＯＰＥＮした
とても居心地の良いカフェ。こち
らではグルテンフリーのお料理
や、素材にこだわったカラダにや
さしいご飯を味わえるのは勿論、
ワークショップや習い事を随時開
催中。アイシングクッキーやレザー
チャーム、フラワーレッスンなど
様々な教室が開かれるので、暮ら
しの彩りに自分の好みのモノ作り
を楽しんでみてはいかが？ ワー
クショップ開催者も募集中。

　昨年オープンのきれいな教室には
トランポリンや跳箱などの運動器具
が充実！ “ガンバる力”を育みます！

カフェで楽しくワークショップや習い事を♪

カラダにやさしいごはんカフェＰＡＮＳＹ

宝塚市中山桜台2丁目2-1
中山台ファミリーセンター内
20797-89-5512
月～金曜 9：00～17：30
モーニング 9：00～10：30
ランチ 11：00～14：00
土曜日（軽食・カフェのみ）9：30～17：00
日曜･祝日休　Ｐ有

阪急「逆瀬川駅」からすぐの体操クラブ！

ガンバ体操クラブ
フ　ラ　メ　ン　コ

パ　ン　ジー

花まつりの4月8日に桜満開の宝塚でお花に囲まれた素敵な1日をお過ごしください！

入会費用10,000円→200円！
（入会金3,000円・指定用品6,000円・
 保険料1,000円）
申込締切：5月31日（木）
［対象］ 2歳半～小学校6年生
［月会費］ 週1回 6,480円
　　　　 週2回 9,180円
※毎月施設管理費250円別途必要

体操の先生による運動指導と保育士による
保育が受けられる、2歳からの完全お預かり
のクラス。季節の行事や工作、お誕生日会
など楽しいイベントもあります♪

ガンバキッズ募集

［コース内容／月会費］
◆週2回コース 15,120円
　（火・木）10：10～13：00
◆週3回コース 17,280円
　上記＋金曜 10：10～12：00

この春、新しい自分を発見！

見学随時可・
無料体験レッスン

開催中！

【宝塚教室】
宝塚市逆瀬川1-13-203-32 アピア3 2F
20797-71-4811 月火木金10：00～18：00
【西宮教室】 西宮市今津山中町12-6
20798-37-1447 9：30～20：00（休館：金・日） 
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土曜クラスも
人気！
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