
1,000

高校生

わからないところを日本語で質問し
たい、リラックスして英会話に触れ
てみたい、単語を忘れた・文章にな
らない・話せないといった完全初心
者向けのクラスです。
第1･3火曜日 10:30～12:00
10/3･10/17･11/7･11/21･12/5･12/19
第2･4火曜日 13:00～14:30
10/10･10/24･11/14･11/28･12/12･12/26
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付）（5回チケット￥6,000）

香るだけじゃもったいない。自分を
ケアしませんか。
10月 : 消臭剤にもなる
         お掃除パウダー
11月 : 風邪予防スプレー
12月 : オールインワンの
         ジェル化粧水
10/19（木）･12/11（月）10:30～12:00
11/17（金）13:00～14:30
受講料1回￥1,000　材料費￥1,000（ハーブティー付）

ヨガでセルフケア
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
10/11･10/25･11/8･11/22･12/13･12/27
受講料1回￥1,200（5回チケット￥5,000）

ウェーブリング
                 ストレッチ
特徴的なリングを使って、筋肉を
解して伸ばして引き締めます。
体の堅い方運動不足の方にも
効果的です。

第2･4木曜日 14:15～15:15
10/12･10/26･11/9･12/14･12/28
受講料1回￥1,200（5回チケット￥5,000）

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
10/12･10/26･11/9･12/14･12/28
受講料1回￥1,200（5回チケット￥5,000）

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
10/13･10/27･11/10･11/24･12/8･12/22
受講料1回￥1,600（5回チケット￥7,500） 材料費別途 

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2･4木曜日 10:00～12:00 
10/12･10/26･11/9･12/14･12/28
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1木曜日 10:00～11:30 
10/5･11/2･12/7
受講料1回￥1,500（お茶代込）（5回チケット￥7,000）

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
10/12･10/26･11/9･12/14･12/28
（基本～応用）第2･4土曜日 13:30～15:00
10/14･10/28･11/11･11/25･12/9
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

プライベートレッスン
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。1～3名様での受講が可能で
す。

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。
毎週月曜日
16:00～17:00（幼児クラス）
17:00～18:00（小学生クラス）
※詳細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。
第1･3木曜日 18:30～20:00
10/5･10/19･11/2･11/16･
12/7･12/21
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付）
（5回チケット￥6,000）

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 ※第3水曜日は大会
受講料1回￥1,600（コーヒー付）（5回チケット￥7,500）

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。
指も息も使うので、脳トレとしても
最高ですし、合奏すれば楽しさも
倍増します。ウクレレなど他の楽器
をご希望の方もご相談ください。
第1･3水曜日 13:30～14:30 
10/4･10/18･11/1･11/15･12/6･12/20
受講料1回￥1,700（5回チケット￥7,500）

日本人講師による
英会話カフェ
英会話の基本をもう一度しっかり
学びたい方、日本語で確認しなが
ら進めたい方におススメの英会
話クラスです。お茶を飲みながら
ゲームや英会話を楽しみましょう！
第1･3火曜日 13:00～14:30 
10/3･10/17･11/7･11/21･12/5･12/19
第2･4火曜日 10:30～12:00 
10/10･10/24･11/14･11/28･12/12･12/26 
受講料1回￥1,400（コーヒー・お菓子付）（5回チケット￥6,000）

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！

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）

らくらくパッチワーク

楽しくやさしい
リコーダー音楽教室

アロマで美活

＜講師＞
英会話講師

David Hurley

＜講師＞
英会話講師

David Hurley

＜講師＞
スポーツトレーナー

枡川 哲

健康まーじゃん教室

＜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＞
ピラティス

インストラクター
信田 眞巳

＜講師＞
CGデザイナー
鈴木 朗子

水彩色鉛筆教室 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
毎週木曜日（第5木曜は除く）17:10～18:10
第2･4土曜日 15:30～16:30
受講料1回（1人）￥5,000、（2人）￥3,000、（3人）￥2,400
※2人、3人の場合は一人当たりの受講料

＜講師＞
英会話講師
時川 由乃

＜講師＞
英会話講師
時川 由乃

日本人講師による
超できない人の英会話カフェ

＜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

＜講師＞
吉田 瀧文

＜講師＞
ヨガインストラクター

今谷 百江

＜講師＞
日本健康麻将協会

レッスンプロ
中村 幸絵

＜講師＞
平田 寛子

＜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～
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学びの秋。自分磨きの時間を満喫してみませんか？
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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。ご希望の方はwebサイトまた
はお電話にてお問い合わせください。
心よりお待ちしております！

講師募集

ご予約はお電話またはwebサイトからどうぞ。

～世界遺産宮島で着物を着て日本文化体験を～
海外の方だけでなく多くの日本人の方にもご体験いただいています！

着物着付け無料サービス付き２体験セット60分（茶道、書道）4,000円
おけいこハウスの会員の方は、3日前までにご予約の場合は10%OFF。（2017年12月末まで）

https://okeiko-japan.com/j/
電話 0829-30-9888

お客様の声

「日本の文化」日本人でもなかなか体験する機会が
少なくなって、とても貴重で楽しい時間でした。趣
のあるお庭もありとても安らげる空間でした。

より

改めて日本の文化っていいなと感動しました。今ではな
かなか体験することのない茶道を通して自分たちの国
の素敵なところを再発見できる場所だと思います。

創建300年の禅寺をリノベーションしました。昔のお寺の趣はそのまま残した静かで落ち着いた場所にあ

ります。多くの日本人の方にも体験していただき、日本の魅力を世界に発信していただきたいと思ってます。

皆さまのお越しをお待ちしています。

※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

＜講師＞
コアコンディショニングトレーナー

枡川 哲

10月「書類・本」
11月「クローゼット・衣替え」
12月「年末片づけのポイント」
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 
10/20･11/17･12/15
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）

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。

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23回 10/18･第24回 11/15･第25回 12/20
参加費￥2,000（コーヒー・お菓子付）
（新規の方は別途入会金￥500）

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。
10/25（水）･11/30（木）･12/8（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）

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金曜日 10:00～11:30 
10/13･11/10･12/8
受講料1回￥1,700（オイル代･ママの飲み物・お菓子込）

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
＜講師＞

ロイヤルセラピスト協会認定講師
大野 愛

＜講師＞
日本健康麻将協会

レッスンプロ
中村 幸絵

ベビーマッサージで
赤ちゃんと楽しくスキンシップ 

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

＜講師＞
整理収納アドバイザー

国広 陽子

幸せをつくる片づけクラブ 私らしい生き方・
           在り方・働き方
～キャリアビジョンを描く～
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。

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。
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10・11・12月講座


