
店舗 教室名 氏名 再開予定日 休講
岩倉校 絵画教室 岩田　百子 6/11～
岩倉校 とんとんアトリエ 斎藤　令子 6/13～
岩倉校 日本画初級教室 山岡　広和 6/21～
岩倉校 たのしいアトリエMORI造形 ノブコ・ウエダ 6/10～
岩倉校 嵯峨御流生花教室 小滝　悦甫 6/16～
岩倉校 書道教室 大橋　智子 6/10～
岩倉校 書道いわくら 渡辺　爽韻 6/12～
岩倉校 ギター教室 川端　譽也 なし
岩倉校 さわやか・たのしいウクレレ ヒロ　山崎 6/16～
岩倉校 大正琴 山下　祐嘉里 6/12～
岩倉校 こどものリトミック 三木　めぐみ 6/19～
岩倉校 大人のための　たのしいピアノ教室／こどものための　はじめましてピアノ教室 にしかわ　りえ子 6/19～
岩倉校 中高年からはじめるたのしいピアノ ／ プレーンハープ！ 清水　洋子 6/17～
岩倉校 中高年から始める絵画教室 橋本　彩 6/15～
岩倉校 箏・三絃教室 菊津華　美登里 6/12～
岩倉校 初歩の和裁と簡単な日本刺繍 安藤　まゆみ ●
岩倉校 詩吟教室 ～一日一吟・元気一番！～ 久保田　神光 ●
岩倉校 肩甲骨ヨガ® 安達　眞澄 ●
岩倉校 ビューティーピラティス JUNKO ●
岩倉校 背骨コンディショニング体操教室 鳥居　真理 ●
岩倉校 やさしいフルート教室 大やね　とも子 ●
岩倉校 中高年から始める「らくらくピアノ®」 戸田　妙子 ●
岩倉校 着付け教室 山本　裕子 ●
岩倉校 アルベロ・フェリーチェ（女声アンサンブル） 福島　くに江 ●
岩倉校 ハーバリュームと季節の花とインテリア小物 和田　由美甫 ●
岩倉校 季節の体操教室（自分の身体を大切にする体操） 森垣　龍幸 ●
岩倉校 はじめてのフラダンス 辻　理世 ●
岩倉校 社交ダンス 若宮　律子 ●
岩倉校 社交ダンスハッピー 金山　忠雄 ●
岩倉校 キッズ ダンススクール SOUL KITCHEN（ソウルキッチン） Acchan ●
岩倉校 ヨガ 山上　恵 ●
岩倉校 太極拳ほっこりーず 西村　佳子 ●
岩倉校 こどもからて教室 岡山　隆寛 ●

宇治神明校 トールペイント教室 北出　喜子 6/13～
宇治神明校 筆ペン同好会 山田　花庭 6/12～
宇治神明校 小桃会　書道教室　宇治神明校 仁井田　小丘 6/11～
宇治神明校 ギター教室 川端　譽也 6/15～
宇治神明校 二胡教室 大前　千春 6/17～
宇治神明校 中高年からはじめるたのしいピアノ ／ プレーンハープ！ 清水　洋子 6/9～
宇治神明校 やさしいパッチワークキルト教室 山下　優子 6/12～
宇治神明校 花を楽しむフラワーデザイン　by image（イマージュ） 澤井　明美 7/3～
宇治神明校 ハーバリウム講座 布村　由美子 6/21～
宇治神明校 ビューティーピラティス JUNKO ●
宇治神明校 ピラティス 草野　美佳 ●
宇治神明校 エアロ＆ジャズ　More up!! 大坪　孝子 ●
宇治神明校 バトントワーリング教室 藤岡　真知子 ●
宇治神明校 ハワイアンフラ 山本　真紀 ●
宇治神明校 宇治神明女声コーラス 中島　比沙子 ●
宇治神明校 ハタヨガ kaco ●

さがの校 ピアノ教室3才～大人／中高年～シニアのためのやさしいピアノ教室 植田　真由美 6/11～
さがの校 ヴァイオリン教室（個人） オガワ　トキコ 6/12～
さがの校 わくわく　たのしいおりがみ教室 藤並　幸伸 6/27～
さがの校 中高年からはじめるたのしいピアノ ／ プレーンハープ！ 清水　洋子 6/10～
さがの校 中高年から始める「らくらくピアノ®」 河地　靖子 6/17～予定
さがの校 かんたん気功・太極拳 木村　澄 ●
さがの校 季節の体操教室（自分の身体を大切にする体操） 森垣　龍幸 ●
さがの校 二胡教室 土本　曜子 ●
さがの校 中高年から始める「らくらくピアノ®」 戸田　妙子 ●
さがの校 健康体操教室 下岡　佐知子 ●
さがの校 ピアノ鍵盤のらくらく大正琴 堀　真弓　京都真琴会 ●
さがの校 はじめよう　フルート・オカリナ教室 裏田　舞 ●
さがの校 やさしいウクレレ 杉田　清 ●

石田 子供習字 土肥　優 6/11～
石田 空手教室 長嶋　賢司 ●

きぬがさ 楽しいトールペイント 西野　洋 6/19～
きぬがさ 絵手紙教室 村田　花 6/18～
きぬがさ 楽しい書道教室 岩崎　竹蘭 6/10～
きぬがさ Smile yoga 山本　淳子 ●
きぬがさ かんたん気功・太極拳 木村　澄 ●
しもがも 社交ダンス 若宮　律子 ●
しもがも 中高年から始める「らくらくピアノ®」 戸田　妙子 ●
しもがも かんたん気功・太極拳 木村　澄 ●
パリティ 海老田蒼雲 書道教室（游筆会） 海老田　蒼雲 6/15～
パリティ やさしいフラダンス 檜垣　千香子 ●
パリティ 空手教室 上村　雅彦 ●
パリティ 社交ダンス 塚本　弘司 ●
パリティ ボールコンディショニング 今井　由美 ●

桃山 絵手紙教室 濱田　久美子 6/12～
桃山 クラフトバンドで作るバックと暮らしの小物たち 森戸　佳子 7月予定
桃山 親子で楽しむ知育リトミック 川内　尚美 7/2～
桃山 中高年から始める「らくらくピアノ®」 水野　智子 6/12～
桃山 かんたん気功・太極拳 木村　澄 ●
桃山 アロマのある暮らし 板垣　美保子 ●


