
＜講師＞
マスターライフオーガナイザー
国広 陽子

＜講師＞
マスターライフ
オーガナイザー
国広 陽子

アロマハイストーン
香りのする石膏を使ったインテリア
雑貨で、初めてでも簡単に作ること
ができます。プレゼントにしたり、お
部屋やクローゼットや玄関に置いて
お楽しみください。天然のアロマを
使用しますのでご安心ください。

4/12（火）･5/23（月）10:30~12:00 
受講料1回￥2,500　材料費￥1,000

＜講師＞
Le Elbon Second Line認定講師
木村 響子

大人かわいい
スタイリッシュなリボンレッスン
上質な素材で、クオリティーの高い
リボンを作ります。お好きな色や組
み合わせでオリジナルのリボンが
完成！バレッタやゴムなどをつけて
アクセサリーに仕上げます。

4/14（木）･5/17（火）10:30~12:00 
受講料1回￥1,500　材料費￥1,500

＜講師＞
名古屋リボンスクール
Ribbon Couture Riche認定校主宰
大津 範子

こどもの
プログラミング教室
～体験レッスン～
世界中の子どもたちに親しまれているプロ
グラミング言語『スクラッチ』を使ってゲー
ムを作ります。マウスを使うのでパソコン
が初めてでも大丈夫。アイデアを実現する
力を育みます。※対象：小学校4年生以上
4/16(土)13:30～15:00  5/7(土)13:30～15:00 
受講料1回￥2,100 
 

＜講師＞
くみたてくらぶ
橋本 健治

大人の歌クラブ
ピアノ伴奏で楽しく歌いましょう
お茶やおしゃべりを楽しみながら、
ピアノにのせてみんなで歌いませ
んか。春の歌（早春賦、花、朧月夜、
他）やNHK東日本大震災復興ソン
グ「花は咲く」を練習しましょう。
4/22（金）･5/27（金）
10:00~11:30
受講料1回￥1,500（お茶代込）

＜講師＞
ピアノ講師(ジャズ・ポップス)
福本 美穂

TOEIC対策＆ビジネス英語
それぞれの目標に応じて個別に対策
を立てていきます。先生へ質問を重
ねて理解度を深めていただきます。テ
キストはご自身がお使いのものをご
持参ください。

第1･3火曜日 18:30~20:00 
4/5･4/19･5/17 
受講料1回￥2,000【5回チケット￥9,000】 

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

大人可愛いキラキラレッスン
グルーデコ教室
スワロフスキーを使ってアクセサリ
ーを作ります。初心者の方でも綺麗
に仕上がります。リングやペンダン
トトップ・ヘアピンなどお好きなもの
を１つお選びいただけます。
4/7（木）10:00~12:00 
受講料1回￥1,500
材料費￥1,500~￥2,000 

＜講師＞
日本グルーデコ協会認定講師
滝村 典子

プリザーブドフラワー教室
母の日の贈り物にプリザのアレン
ジを手作りしませんか？ ローズ、カ
ーネーション、アジサイ、リボンを使
って作ります。クリアケースに入れ
て簡単なラッピングまでします。

4/7（木）13:00~15:00 
受講料￥1,500　材料費￥2,000 

＜講師＞
プリザーブドフラワー講師
滝村 典子

スポーツ選手を育てる
お母さんをサポート！
ジュニアアスリートママの会
ジュニアのスポーツを支えるお母さ
んの交流と勉強会です。心と身体
のコンディションを整えるノウハウ
や食事・勉強・睡眠など日常のサポ
ート法を学びます。
4/28（木）･5/26（木） 14:30~16:00 
受講料1回￥1,500 【5回チケット￥7,000】

＜講師＞
コアコンディショニングトレーナー
枡川 哲

転勤族の主婦クラブ
片づけや収納、楽な引っ越しの方
法、お買い物スポットなど、情報交
換しながら仲間を増やしましょう！
転勤族の妻を経験した講師がサポ
ートします.
4/15（金）･5/20（金）10:30~12:00
受講料1回￥1,500
テキスト￥1,000（初回のみ）
【5回チケット￥7,000】

テーブルで楽しむ
煎茶道（入門）
方円流では玉露、煎茶、番茶、香煎
のほか、紅茶手前があります。お作
法を学びながら一緒に楽しみましょ
う。普段着のままでお気軽にご参
加ください。
4/19（火）10:00~12:00 
5/23（月）13:00~15:00 
受講料1回￥1,500　水屋料￥500 

＜講師＞
方円流煎茶道師範
佳園

水彩色鉛筆教室
色鉛筆と水を使うだけで、水彩画
のような絵に仕上がります。基本か
ら練習をするので初めてでも大丈
夫です。いろいろな原画の中から
お好きなものをお選びください。

4/28（木）･5/26（木）10:00~12:00 
受講料1回￥1,700（材料費込） 
【5回チケット￥7,500】 

＜講師＞
CGデザイナー
鈴木 朗子

革デコ教室
レザーのバッグや小物に、特殊な技
法でスワロフスキーラインストーン
を使用してデコレーションします。
レザーキーホルダーやブレスレット
からチャレンジしてみませんか？
4/25（月）13:00~15:00 
5/24（火）10:00~12:00 
受講料1回￥1,500
材料費￥500~ 

＜講師＞
PHP協会認定講師
奥畑 小由利

ミシン教室
お子様のお洋服や小物グ
ッズ、大人のポーチやバッ
グ、贈り物などそれぞれ
のレベルに合わせてお好
きなものをお作りいただ
けます。
4/5（火）･4/25（月）･5/6（金）･5/10（火） 
10:00~12:00 
受講料1回￥1,500　材料費別途  

＜講師＞
岡本 真由美

らくらくパッチワーク
簡単でかわいい小物を中心に作り
ます。ご自身の作りたいものをご自
由にお選びいただけます。基礎か
らご指導いたしますので初めての
方でも安心です。
第2･4金曜日 13:00~15:00 
4/8･4/22･5/13･5/27 
受講料1回￥1,600
【5回チケット￥7,500】 
材料費別途  

＜講師＞
平田 寛子

片づけられない人のための
利き脳お片づけクラブ
4月「リビングの片づけと収納」
5月「キッチンの片づけと収納」
脳のタイプを知れば楽にお片づけでき
ます。快適な暮らしをt手に入れましょう！
4/19（火）･5/17（火）13:30~15:00 
受講料1回￥1,500
テキスト￥1,000（初回のみ）
【5回チケット￥7,000】

オカリナ教室
持ち方から始める初級クラス、少し
上達したら中級クラスになります。
楽譜が読めない方も大丈夫。童謡、
唱歌などを楽しく演奏しましょう。
すぐに音が出せるようになります。

第1･3水曜日 4/6･4/20･5/18  
（初級クラス）14:20~15:20 
（中級クラス）15:30~16:30 
受講料1回￥2,000【5回チケット￥9,000】 

＜講師＞
オカリナ講師
渡辺 敦子

あなたを変える
               メイクレッスン
「春の好感度UPメイクレッスン」
新しい季節にピッタリな簡単・キレ
イ！春のメイク。誰からも好かれるメ
イクを一緒にレッスンしましょう。

4/8（金）10:00~11:30 
受講料￥3,000

＜講師＞
JMA日本メイクアップ
技術検定協会1級認定講師
渋谷 恵

快適な介護のための
簡単リフォーム相談
見積もりの見分け方、図面の見方
など、基本的なリフォームについて
学びましょう。専門用語の解説や家
に関するお悩みにもお答えします。

4/1（金）･5/13（金）10:00~11:30
受講料1回￥1,500

＜講師＞
一級建築士
外川 真澄

ヨガ教室
呼吸法やゆったりとした動きで体をほ
ぐしていきます。リラックスして体と
心のバランスを気持ちよく整えてい
きましょう。無理のないペースで行い
ますので初心者の方でも安心です。
第2･4水曜日
①13:00~14:00 ②14:15~15:15 
4/13･4/27･5/11･5/25 
受講料1回￥1,200【5回チケット￥5,000】 

＜講師＞
ヨガインストラクター
今谷 百江

ピラティス＆ストレッチ
ピラティスは体の奥の筋肉（体幹）をし
なやかで丈夫な筋肉に鍛え、ストレッチ
を取り入れながら、関節の可動域を広
げていくエクササイズです。

第2･4木曜日 14:15~15:15 
4/14･4/28･5/12･5/26 
受講料1回￥1,200
【5回チケット￥5,000】 

＜講師＞
ピラティスインストラクター
信田 眞巳

骨盤体操
お悩み解決＆スタイルアップ
姿勢不良や冷え症、肩こり・腰痛、頻尿な
どのお悩みを解決！モデルさん御用達グ
ッズで簡単エクササイズも。骨盤を整え
て美と健康を手に入れましょう。

第2･4木曜日 13:00~14:00 
4/14･4/28･5/12･5/26 
受講料1回￥1,200【5回チケット￥5,000】 

＜講師＞
コアコンディショニング
トレーナー
枡川 哲

第6・７回 おけいこ杯  健康まーじゃん大会

経験者の方、始めたばかりの方、一緒に健康まーじゃんを
楽しみましょう。点数計算ができなくてもO.K。講師がつい
ていますので一緒に計算します。上位入賞者には、素敵な
プレゼントを準備しています。
第6回 4/20（水）･第7回 5/18（水）
9:30~12:30
参加費￥2,000（コーヒー・お菓子付）
（新規の方は別途入会金￥500）

＜講師＞
日本健康麻将協会
認定レッスンプロ
中村 幸絵

「お片づけで自分らしい人生を」
講師宅見学セミナー
講師の自宅を大公開！ リビング・キッチン
・クローゼットなど、頑張らない片づけ術
をご覧いただきます。仕事や育児で時間
がない方も大丈夫。脳タイプを知って自
分に合った片づけ法を見つけましょう。
4/20（水）･5/30（月）13:30~15:00
受講料1回￥3,500
テキスト￥1,000（お持ちでない方のみ）

＜講師＞
マスターライフ
オーガナイザー
国広 陽子

会場:おけいこハウス近隣コープマンション
会場:おけいこハウス近隣コープマンション
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仲間をつくりましょ♡
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4・5月講座



4・5月講座

わたしたちは、おけいこハウスを応援しています

こいまちだより

大好評！福々庵の福まんじゅう
にオリジナルの焼印はいかがで
すか？ギフト、結婚、開業、各種
大会、名刺代わりにと、様々な
シーンでお使いいただけます。

県内で注目のSHOPが
集まる話題のマルシェ。
ハンドメイド雑貨や人気
のフード販売、おけいこ
ハウスイベント講座もお
楽しみください。

60歳以上のお一人暮らしの方へ　
　 転居や入院の保証人
 　認知症になった時の後見人
 　亡くなられたあとの遺品整理
元気な今こそ、心配のない毎日を過ごしたい
ですね。お気軽にご相談ください。

ポートマルシェ 4/10(日)開催

082-249-9812電話 ポートマルシェ 検索 082-227-2600電話

http://okeikohouse.jp
おけいこハウス 検索

趣味で得た特技や資格
で地域の皆さんへご指
導いただける方を募集
しています。お電話でお
問い合わせください。詳
しいご案内と面談をさ
せていただきます。

講座のご予約は、おけいこハウスウェブ
サイト（ホームページ）からのお申し込み
が便利です(24時間受付中）。
facebookやブログでも最新情報をご確
認いただけます。

講師募集 最新情報は、webサイト＆
facebookページからどうぞ！

URL

おけいこハウスNews

082-273-2416電話

己斐本町 1-11-1住所

電話 082-208-4433

介護のご相談をはじめ、介護保
険の申請や、ケアプランの作成
などご自宅で安心・イキイキと
暮らせるようサポートいたします。
お気軽にご相談下さい。

ケアサポート満天

西広島駅にオープンした元気で陽気なお店。名
物とろ～りのびるチーズ「アリゴ」はマッシュポ
テトがベースのマイルドな触感。牛肩ステーキ
（ポテトつき）はジューシーで柔らかくボリューム
満点！一人でも気軽に飲める雰囲気が魅力で
す。午前11:30～の営業でランチもおすすめ！

Vol.2

☆広島のおけいこ事を検索する
新しいWebサイトが誕生！おけい
こ事の登録は5月29日より開始で
す。詳細はおけいこハウスの
Webページで発表します。お子
様の習い事から大人の学びまで
幅広いジャンルの情報をお伝えし
ていきます。ご期待ください♡

スペシャル企画

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所

講師・ビジネス向けセミナー

プライベートレッスン

「子どもが『親に話してみようかな』
と思える親の聴き方」
<4月> 中学生編  <5月>小学生編
子どもが何か嫌なことがあった時、親
に聴いてもらえると、気持ちがほっと
します。それは子どもを支えあたたか
な親子関係につながります。その日
から試せる簡単な方法をお話します。 
　　　　　　　　　4/26（火）･5/30（月）10:00~12:00
受講料1回￥1,500

＜講師＞
おや楽コミュニケーション講師
大下 幸恵

ベビーマッサージで
赤ちゃんと楽しくスキンシップ 
ベビーマッサージは親子の肌と肌
とのコミュニケーションで、免疫力
ＵＰや夜泣き、便秘解消等も期待で
きます。楽しくふれ合いながら親子
の絆を深めましょう。
4/11（月）･5/9（月）10:00~11:30
受講料1回￥1,700
（オイル代･ママの飲み物・お菓子込）

＜講師＞
ロイヤルセラピスト協会認定講師
大野 愛

動くブロックで学ぼう！
子どもロボット教室
いろいろなしくみを使ったロボットを作って
いきます。ものづくりを楽しみながら、てこ
・歯車・車輪などの基本的なメカニズムや
プログラミングによる制御を学びます。
※対象：小学校4年生以上
第1･3金曜日 17:00~18:30
4/1･4/15･5/6･5/20
受講料1回 ￥2,100　【5回チケット￥10,000】 

＜講師＞
くみたてくらぶ講師
橋本 健治

こども英会話
イギリス人の先生と一緒に、外国の
子どもたちが使っているカードやパ
ズル、チェスやボードゲームの他、
体を動かしながらの遊びを通して
自然に英語に触れていきます。
毎週月･火･木曜日
16:00~17:00（幼児クラス）
17:10~18:10（小学生クラス）
※詳しい日程はお問い合わせください。
受講料1回￥1,600【5回チケット￥7,500】

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

文法を学び直したい人の 英文法カフェ
英文法の基本をしっかり学びたい！も
っと上手くなりたい！そんな声から講
座が誕生しました。単語だけを並べ
がちな英会話から卒業しましょう。
（超基本）第2･4木曜日 18:30~20:00
4/14･4/28･5/12･5/26
（基本～応用）第2･4土曜日 13:30~15:00  
4/9･4/23･5/14･5/28
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付）
【5回チケット￥6,000】テキスト代別

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

英会話カフェ
お茶を飲みながら外国人と英語で
おしゃべり。勉強という枠にはまら
ずサークル感覚で参加できる講座
です。苦手でも大丈夫！少しずつ英
語に触れていきましょう。
第1･3月曜日 11:30~13:00 
4/4･4/18･5/2･5/16
第1･3木曜日 18:30~20:00
4/7･4/21･5/19
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付） 【5回チケット￥6,000】

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

ちょっとだけ出来る人の
英会話カフェ
まったく出来ないわけではないけれ
ど、すぐに話す自信がないという方、
経験はあっても長い間、英語から離れ
ていたという方、お茶を飲みながらゲ
ームや簡単な英会話を楽しみましょう！

第2･4火曜日 15:30~17:00
4/12･4/26･5/10･5/24
受講料1回￥1,400 （コーヒー・お菓子付）【5回チケット￥6,000】

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

超・超・超できない人の
英会話カフェ♪
単語を忘れた・文章にならない・話せな
い。だけど英会話できるようになりたい
方、一緒に楽しみながら学びませんか？
新たな一歩を踏み出すチャンスです！

第1･3金曜日 14:30~16:00　4/1･4/15･5/6･5/20
毎週月曜日   18:30~20:00
第2･4火曜日 18:30~20:00　4/12･4/26･5/10･5/24
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付）【5回チケット￥6,000】

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

働く女性の時間整理術
時間を整理して効率よく動けるよう
になるとストレスも減り、ものごと
がうまく進みます。「時間がない」「
忙しい」とあきらめていたこともで
きるようになるはずです

4/21（木）13:30~15:30
5/31（火）10:00~12:00
受講料1回￥3,800
テキスト￥1,000（お持ちでない方のみ）

夢を実現させるための行動計画
～ドリームマップづくり～
大人も夢や目標を持ちたいですね！
達成したい目標を描き、未来の自
分を想像しながら実現に向けて動
き出しましょう！ワクワクする毎日に
変わります。

4/21（木）･5/12（木）10:00~12:00
受講料1回￥3,800
　

＜講師＞
コーチングファシリテーター
對川 道香

伝える力を磨こう！
プレゼンテーションのコツと上達法
限られた時間の中で自分の活動や
ビジネスプランを伝えるのは難し
いものです。ちょっとしたコツやポ
イントを知って日常の会話も磨いて
いきましょう。

5/31(火)13：00～15：00
受講料 ￥3,800

＜講師＞
元テレビリポーター・ディレクター
カルチャーサロン運営
橋口 栄

プレスリリースの書き方＆
メディアへのアプローチ
多くの人に知ってもらうためにはど
うすればいい？メディアで取り上げ
てもらうためのノウハウを知り、よ
り効果的なPR法で大きなチャンス
へとつなげましょう！

5/19(木)10：00～12：00
受講料 ￥3,800

健康まーじゃん教室
賭けない・吸わない・飲まない健康的
な麻雀です。初めての方、点数計算
が苦手な方、ブランクがある方も大
歓迎。講師がしっかりサポートします
。厚生労働省のねんりんピック正式
種目です。楽しく脳トレしましょう！

毎週水曜日 9:45~12:15
受講料1回￥1,600（コーヒー付）
【5回チケット￥7,500】

＜講師＞
日本健康麻将協会認定レッスンプロ
中村 幸絵

セルフジェルネイル
2時間の完全セルフスタイル制です。
道具や材料をご自由にお使いいただ
けます。手順は掲示していますので
ご自身でご確認ください。おひとりで
もお友達同士でもOK!お気軽にご利
用ください。
4/11（月）･5/9（月）13:00~15:00
利用料1回￥1,500
【5回チケット￥7,000】

おひとりさま英会話カフェ
海外旅行の前にしっかり練習した
い、ビジネスシーンですぐに必要、
留学前の準備、さまざまな目的に合
わせてじっくり学ぶことができま
す。ご希望の日程で調整いたしま
す。お気軽にお問い合わせくださ
い。

60分￥5,000～

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

出張お片づけレッスン
ご自宅・職場にお伺いします。完全
マンツーマン、オーダーメイドのレッ
スンで、片づけの悩みを根本から解
決します。初回のカウンセリング後
プランを決定します。
60分￥5,000～　
テキスト￥1,000（初回のみ）
別途交通費がかかる場合があります。
まずはご相談ください。

出張レッスン！
コンディショニング＆トレーニング
真剣にスポーツに取り組む方の能
力を最大限に引き出し、必要なサポ
ートを個別で対応していきます。子
ども～大人、グループなどどなたで
も対応いたします。

90分1回￥5,400～
別途交通費・会場費がかかる場合があります。まずはご相談ください。

＜講師＞
マスターライフオーガナイザー
国広 陽子

＜講師＞
元テレビリポーター・ディレクター
カルチャーサロン運営
橋口 栄

＜講師＞
マスターライフオーガナイザー
国広 陽子

＜講師＞
コアコンディショニングトレーナー
枡川 哲

食品表示のホントのことを知ろうセミナー
食品に表示されている原材料や添加物についてよく知らないまま怖がっていませ
んか？実際の食品表示をひもときながら、添加物等について専門家が解説します。
受講生が持参した身近な食品をチェックしながら知識を深めていきます。
募集定員は12名。定員になり次第締め切ります。お申し込みはお早めにどうぞ。

受講料 ￥3,000（お菓子付）

・食品表示ができるまで
・添加物の表示について

＜講師＞
まわたアカデミーシェフパティシエ
田添正治

・これから変わる食品表示
・持ち寄り食品の解説
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