
日本舞踊 「正派若柳流」

「和やかに楽しみながら・・」を大切にあなたのライフ

スタイルを飾る様々なフラワーデザインを一緒に創っ

ていきます。

雋渓水墨画会　書道・水墨画教

紅茶教室「Tea giorno（ティージョルノ )」

メイクレッスン

　　押し花教室「Mala　Pua（マーラプア）」

　　書道華曜舎

　　ヨガ教室「京町家でリラックスヨガ」

　　収納のキ・ホ・ン～実践まで

　　韓国刺繍

　　いけばな教室「いけばな京都　木の会」

　　lespace  de  fleurs レスパスドフルール

　　ピラティス

アクセサリー教室

　　the・zen 坐・禅　

　　京町家でベビーマッサージ

　　写真技能センター デジタルカメラ教室 基礎科 

京町家でフラワーアレンジメントを楽しみませんか？

日時　　毎月第 1、3水曜日　10：00 ～ 12：00　

料金　　月 2回　3,500 円　

　　　　［入会金］10,000 円 / 年会費 6,000 円

講師　シニア写真技能センター理事長　森谷洋至

日本舞踊は 400 年の歴史。日本舞踊を通して着付はも

ちろん、美しい立ち居振る舞いを身につけましょう！

「楽しむこと」が習得への近道。あなたの個性と良さを

ひきだしていきます。

京都に生まれた紅茶教室。基礎から楽しく学べます。

Tea Time が楽しみに♪

自分の骨格を知り、あなたに似合うメイクが学べる安心で新

しいレッスン。メイクをマスターすれば気分も晴れやかに！

４０歳以上対象の自分だけのクチュールジュエリー

レッスン。センスを磨いて、一緒にオリジナルジュエ

リーをつくりましょう。

600 年の伝統「能楽小鼓」と「千年の歴史を今に伝える

京町家」とのコラボレーション。

自然の草木が生み出すカタチをいかし造形する、

流派にとらわれないいけばな教室です。

美しく咲いた花を、自然のままの姿で残してみませんか？

カードやキャンドルなどの雑貨、額などが制作できます。

名前や宛名、身近な日常文字から楽しく学べる書道教室。

漢字・かな書・日常書・書アート。

国際フラワーアレンジメント協会公認教室。いろんな

シーンでお花と触れ合う癒しのひとときを実感。　

坐禅（毎週）、写経（隔週）、禅語書道（隔週）。心の

奥から癒される、大人の癒し術です。

日時　第 1・3月曜日　14：30 ～ 16：30

料金

講師　IFA　辻　邦子　

赤ちゃんとママのコミュニケーション。

赤ちゃんのこころとからだをリラックス。

人物・風景・写真作品・・・デジタルカメラで撮りたい

写真はありませんか？基礎から丁寧に指導いたします。

整理収納のプロが知恵を伝授！あなたにあったライフ

スタイル提案をいたします。

呼吸をしっかり見つめ、ゆったりリラックスできるや

さしいヨガです。

カラダのかたい方でも大丈夫ですよ。

プリザーブドフラワーやスワロフスキーをつかった上質なフラワーデザイン。

呼吸を意識し、バランスよくからだを動かし、本来の

姿勢や筋肉の動きを取り戻していきましょう。

　　小鼓教室「町家 de 鼓」

※教室の内容は予告なく変更する場合がございます。ご確認ください。

be 京都で学べる

「和室 de お稽古」
ゆったりとした和室でのお稽古・教室を紹介しています。お気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せは be 京都まで。
Tel. 075-417-1315   
info@be-kyoto.jp　
http://www/be-kyoto.jp　

日時

料金

講師

毎月第 1・3水曜日　10:00 ～ 12:00　

月 2回　3,500 円　

［入会金］10,000 円 / 年会費 6,000 円

シニア写真技能センター理事長　森谷洋至

日時

料金

講師

毎月第 2・4火曜日　16:00 ～ 19:00　　

1回につき 2,500 円（花代込）　

会費　300 円 / 月

いけばな京都　木の会　木村 春子　

日時

料金

講師

日時

料金

講師

日時

料金

講師

第 2・4木曜日　19:00 ～ 20:00

第 1・3 水曜日　19:00 ～ 20:00

体験 1,500 円

斉藤　夏子

日時

料金

講師

毎月第 1・3月曜日　

月 2回　7,500 円　［入会金］　10,000 円

水墨画家　書法家　王　石明

日時

料金

講師

日時

料金

講師

第 2・4火曜日　10：00 ～ 12：00

全 3 回　7,300 円

整理収納アドバイザー　森下真紀

日時

料金

講師

毎週土曜日　10:30 ～ 11:45（75 分）

体験 1,700 円 月 2回 4,500 円 月 4回 8,000 円

ヨガインストラクター　斉藤 まほ

日時

料金

講師

第 2・4火曜日　10:00 ～ 12:00

全 3 回　7,300 円

整理収納アドバイザー　森下真紀

日時

料金

講師

毎月第 3水曜日　13:30 ～ 15:30

料金　2,000 円／回（材料費別）

中西あき子

日時

料金

講師

お問合せください。

月 2回 8,000 円　［入会金］8,000 円

幸流小鼓方　古田 知英

日時

料金

講師

日時

料金

講師

第 1水曜・土曜

90 分レッスン・月 1回×全 6回

入門(体験もできます)3,500円［入会金］4,000円

基礎コース6回 28,000円（テキスト・紅茶・お菓子・

お土産茶葉付）※上級コースまでご用意しております

ティーライフコーディネーター　福田　万弓

日時

料金

講師

毎月第 2・4水曜日　

14:00 ～ 17:00（内約 90 分・要相談）

月 2回 10,000 円＋希望により講師自宅稽古）

［入会金］10,000 円　（学生の方、半額）

正派若柳流師範　若柳 夕紅

日時

料金

講師

第 4土曜日　14：00 ～ 16：00

第 1 木曜日　13：00 ～ 15：00

24,000 円 /6 回　※5,000 円 / 回

［入会金］3,000 円

メイクアップアーティスト　阪川 あこ

日時

料金

講師

日時

料金

講師

日時

料金

講師

日時

料金

講師

毎週木曜日10:15～（1レッスン1時間～1時間半）

毎月第 1週目体験コース　2,300 円

（プレママコース 1,800 円）

3回コース　6,900円（プレママコース5,400円）

ベビーマッサージセラピスト　大橋　友香

日時

料金

講師

日時

料金

講師

日時

料金

講師

毎月第 2・4月曜日　13:00 ～ 16:00

月 2 回　6,000 円　［入会金］5,000 円

アート華曜舎代表　樋口華玄

月曜日　10:30 ～ 1１:３0

体験 1,000 円　

月３回 7,000 円　[入会金 ]1,000 円

玉瀧禅寺前住職　龍谷大学名誉教授　戸上明道

日時

料金

講師

日時

料金

講師

毎月第 1・3火曜日　11:00 ～ 13:00

体験 1,500 円（材料費込）　［入会金］3,000 円

月１回 2,500円、月2回4,000円（別途材料費要）

日本ヴォーグふしぎな花倶楽部　松田　好美

第 2・4木曜日　13:30 ～ 15:00

体験 2,500 円（花材費込）

レッスン 1回につき 5,000 円（花材費込）　

スターターキット10,000円（器・オアシスなど）

日本フラワーデザイナー協会 講師 山口 佳代

日時

料金

講師 子

日時

料金

講師

第1・3月曜　14:30～16:30

クリスタルフラワーコース　7,000円

プリザーブドフラワーコース　5,000円

ブライダルブーケコース　5,000円

※全て花材費込  体験あり

国際フラワーアレンジメント協会　講師 辻 邦子

日時

料金

講師

日曜日（お問合せください）

入会金なし

初回 1日体験教室 3時間6000円 (材料費込・道具貸出)

2回目以降 月1回 3時間4500円(材料費別・割引制度有)

横井和子

刺繍は初めてという方、針を持ったことのない方でも

基本から学べます。 


