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1,000

アロマで美活
香るだけじゃもったいない。
アロマは植物の力を借りて
心身の健康と美しさを保つ
ことが期待できます。毎回オ
リジナルブレンドを作って自
分をケアしませんか。

4/20（木）･5/16（火）10:30～12:00
6/16（金）13:00～14:30
受講料1回￥1,000　材料費￥1,000（ハーブティー付）

＜講師＞ナード・アロマテラピー協会認定
アロマ･インストラクター

辻 聡美

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
4/12･4/26･5/10･5/24･6/14･6/28
受講料1回￥1,200（5回チケット￥5,000）

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
4/14･4/28･5/12･5/26･6/9･6/23
受講料1回￥1,600（5回チケット￥7,500）
材料費別途 

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＞
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。
会場:おけいこハウス近隣コープマンション
第2･4木曜日 13:00～14:00
4/13･4/27･5/11･5/25･6/8･6/22
受講料1回￥1,200（5回チケット￥5,000）

＜講師＞
平田 寛子

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。

第4木曜日 10:00～12:00 
4/27･5/25･6/22
受講料1回￥1,700（材料費込）（5回チケット￥7,500）

お茶やおしゃべりを楽しみながら、
ピアノにのせて歌いましょう。季節
の歌や思い出の歌…たくさんの
素敵な歌に出会えるひとときをお
楽しみください。リクエストにもお
応えします！
第4金曜日 10:00～11:30 
4/28･5/26･6/23
受講料1回￥1,500（お茶代込）（5回チケット￥7,000）

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
4/11･4/25･5/9･5/23･6/13･6/27
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＞
日本グルーデコ協会認定講師
大津 範子

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
4/13･4/27･5/11･5/25･6/8･6/22
（基本～応用）第2･4土曜日 13:30～15:00
4/8･4/22･5/13･5/27･6/10･6/24
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

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。

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）

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。
毎週火曜日（第5火曜は休み）13:30～15:00 
第1･3木曜日 18:30～20:00
4/6･4/20･5/18･6/1･6/15
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付）
（5回チケット￥6,000）

大人のキラキラジュエル
アクセサリー グルーデコレッスン
土台にのせたグルー（粘土）にス
ワロフスキーを置いてアクセサリ
ーを作ります。色やデザインも自由
自在に仕上がります。
ペンダントトップ・リング・ブローチ
などを選んでいただけます。
4/13（木）･6/8（木）10:00～12:00
受講料1回￥1,500　材料費￥1,500～

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。
会場:おけいこハウス近隣コープマンション

第2･4木曜日 14:15～15:15
4/13･4/27･5/11･5/25･6/8･6/22
受講料1回￥1,200（5回チケット￥5,000）

楽しくやさしい
   リコーダー音楽教室
リコーダーは吹けば鳴る簡単な
楽器ですが、奥深いものがあり
ます。合奏すれば楽しさ倍増！
指も息も使うので、脳トレとして
も最高。リコーダーで新しい世
界を開きましょう。他の楽器をご
希望の方はご相談ください。
第1･3水曜日 13:30～14:30　4/5･4/19･5/17･6/7･6/21
受講料1回￥1,500

＜講師＞
吉田 瀧文

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火曜日 15:30～17:00
4/4･4/18･5/2･5/16･6/6･6/20
第2･4金曜日 15:30～17:00
4/14･4/28･5/12･5/26･6/9･6/23
毎週月曜日 18:30～20:00
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付）（5回チケット￥6,000）

水彩色鉛筆教室

＜講師＞
ヨガインストラクター
今谷 百江

超・超・超できない人の英会話カフェ♪

ピラティス＆ストレッチヨガでセルフケア

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

＜講師＞
コアコンディショニング
トレーナー
枡川 哲

大人のキラキラジュエル
アクセサリー グルーデコレッスン

＜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

＜講師＞
英会話講師
David Hurley

＜講師＞
日本健康麻将協会
レッスンプロ
中村 幸絵

＜講師＞
CGデザイナー
鈴木 朗子

大人の歌クラブ～ピアノ伴奏で
楽しく歌いましょう～

＜講師＞
ピアノ講師(ジャズ・ポップス)
福本 美穂

大人の歌クラブ～ピアノ伴奏で
楽しく歌いましょう～

英会話カフェ

超・超・超できない人の英会話カフェ♪

＜講師＞
英会話講師

David Hurley

60分￥5,000～
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新年度スタート！  新たに習い事を始めてみませんか？

2017



2017年 4月 5日 スタート @ 宮島

宮島で日本文化を学ぶ。世界中の人とともに。一生もののワクワク体験を。 
空き寺を修繕しました。学びを通して世界中の方との交流をお楽しみください。
皆さまのお越しを心よりお待ちしています。 

時間外・土日祝 留守番電話対応

ご予約は下記webサイトからどうぞ。

http://okeiko-japan.com/

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。みなさ
んの夢や目標をおけいこハウ
スファミリーとともに実現して
いきましょう！詳しくはお電話で
お問い合わせください。

講座のご予約は、おけいこハウスWebサイトか
らのお申し込みが便利です。facebookでも最新
情報をご確認いただけます。講座に関するご質
問はお問い合わせページからお願いします。

講師募集
最新情報は、webサイト＆
facebookページからどうぞ！

URL

おけいこハウスニュース

おけいこハウスから生まれた「okeikoJapan宮島」が4月5日にオープンします！
宮島に訪れる方すべての方を対象としたお稽古体験施設で、日本の伝統文化を
中心としたさまざまな講座を1年中お楽しみいただけます。おけいこハウスの会員
さまにはご優待価格でプリペイドカードをご購入いただけます。お気軽におけいこ
ハウススタッフへお問い合わせください。

「okeikoJapan宮島」が4月5日にオープン

片づけ大賞を受賞した講師の自
宅を大公開！
リビング・キッチン・クローゼットな
ど収納をご覧いただき、使いや
すい収納法と収納用品をお伝え
します。

4/19（水）･5/16（火）･6/30（金） 10:30～12:00
受講料1回￥3,500
テキスト￥1,000（お持ちでない方のみ）

＜講師＞
コアコンディショニングトレーナー
枡川 哲

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。
第2月曜日 10:00～11:30 
5/8･6/12（4月は休み）
受講料1回￥1,700（オイル代･ママの飲み物・お菓子込）

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。

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3水曜日 9:30～12:30 
第17回 4/19･第18回 5/17･第19回 6/21
参加費￥2,000（コーヒー・お菓子付）
（新規の方は別途入会金￥500）

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。
※日程はお問い合せ下さい。
ご都合に合わせて調整させていただきます。
受講料1回￥3,800

幸せをつくる片づけクラブ
4月「リビング」
5月「クローゼット・衣替え」
6月「書類」
片づけ大賞を受賞した講師が、
楽に片づけられるコツと収納術
をお伝えします。
第3金曜日 10:30～12:00 
4/21･5/19･6/16
受講料1回￥1,500　テキスト￥1,000（お持ちでない方のみ）
（5回チケット￥7,000）

親が子どもの気持ちを聴くと、子
どもの心は安定し、自己肯定感や
自立にもつながります。聴き方の
コツを具体的にお話しします。
4･6月:中高生編、5月:小学生編
定員４名様。
4/21（金）13:00～15:00
5/18（木）･6/13（火）10:00～12:00
受講料1回￥2,500

講師自宅公開レッスン

＜講師＞
整理収納アドバイザー
国広 陽子

＜講師＞
コーチングファシリテーター
對川 道香

出張お片づけレッスン
片づけ大賞個人部門大賞を
受賞したレッスンです。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。

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。

＜講師＞
ロイヤルセラピスト協会認定講師
大野 愛

＜講師＞
おや楽コミュニケーション講師
ますだ小児科 子育て相談員
大下 幸恵

＜講師＞
日本健康麻将協会

レッスンプロ
中村 幸絵

子どもの心を支える
親の聴き方講座
子どもの心を支える
          親の聴き方講座

ベビーマッサージで
赤ちゃんと楽しくスキンシップ 

＜講師＞
整理収納アドバイザー
国広 陽子

夢を実現させるための
                  行動計画
～ドリームマップづくり～

おけいこ杯健康まーじゃん大会

＜講師＞
整理収納アドバイザー
国広 陽子
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