
H29.1現在

講　習　会 曜日 時　　間 場　　所 料 金 回 数 定員 備 考

【英語】

初級英会話教室 土 19：00～20：30 福島区民センター ¥14,000 18 30 福島区民センター 06-6468-1771

中級英会話教室 水 19：00～21：00 福島区民センター ¥14,000 18 30 福島区民センター 06-6468-1771 　

英会話（基礎）教室 金 19：00～20：15 此花区民ホール ¥8,600 10 20 此花区民ホール 06-6463-1100 教材費込

マージョリーの英会話教室 火 10：00～11：30 港区民センター ¥15,000 10 10 港区民センター 06-6572-0020

子ども英語教室（音読Ⅰ） 土 10：00～11：00 中央区民センター ¥4,000 8 8 中央区民センター 06-6267-0201 前年度より継続の児童のみ

子ども英語教室（音読Ⅱ） 土 11：10～12：10 中央区民センター ¥4,000 8 8 中央区民センター 06-6267-0201 前年度より継続の児童のみ

子ども英語教室（音読Ⅰ午後） 土 13：00～14：00 中央区民センター ¥4,000 8 8 中央区民センター 06-6267-0201 前年度より継続の児童のみ

子ども英語教室（1.2.3年生） 木 17：00～18：00 中央区民センター ¥4,000 8 8 中央区民センター 06-6267-0201
定員一杯につき、途中参加不
可

子ども英語教室（4.5.6年生） 木 18：10～19：10 中央区民センター ¥4,000 8 8 中央区民センター 06-6267-0201
定員一杯につき、途中参加不
可

楽しい英会話教室 土 14：00～16：00 天王寺区民センター ¥3,300
1月～3月分
月2回 通年６回

20
天王寺区民セン
ター

06-6771-9981 別途教材費が必要

初級英会話 火 13：00～14：30 西区民センター \7,500(10回) 10 16 西区支部協議会 06-6125-3311 別途、教材費が必要

英会話入門 火 14：45～16：15 西区民センター \7,500(10回) 10 16 西区支部協議会 06-6125-3311 別途、教材費が必要

初・中級英会話 火 19：00～21：00 西区民センター \,8500(10回) 10 16 西区支部協議会 06-6125-3311 別途、教材費が必要

英会話教室 月 10：00～11：30 住吉区民センター ¥5,000 10 15 住吉区支部協議会 06-6696-5611
途中参加 OK
料金：残り回数分払

ヘレンイングリッシュ 火

午前の部
10：30～12：00

午後の部
14：00～15：30

住吉区民センター ¥5,000 10 各部15 住吉区支部協議会 06-6696-5611
途中参加 OK
料金：残り回数分払

英会話を学ぼう 木 10：00～12：00 平野区民ホール ¥12,000 12 20 平野区民ホール 06-6790-4000 1回1000円×12回

【教養をふかめる】講習会一覧

問 合 せ 先
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英語リトミック 金 16：50～17：30 平野区民ホール ¥4,000 8
親子
40組

平野区民ホール 06-6790-4000
子ども1人増につき200円×
回数

【中国語】

中国語入門教室 土 13：00～14：30 福島区民センター ¥14,000 18 15 福島区民センター 06-6468-1771 ﾃｷｽﾄ代別途要

初歩の中国語会話 水 10：30～12：00 中央会館 ¥4,000 8 15 中央会館 06-6211-0630

中国語（初級） 土 18：30～20：30 西区民センター ¥12,000 8 10 西区支部協議会 06-6125-3311
受講料 調整中
別途、教材費が必要

中国語（中級） 土 18：30～20：30 西区民センター ¥12,000 15 16 西区支部協議会 06-6125-3311
受講料 調整中
別途、教材費が必要

ステップアップ中国語 水 10：00～11：45 平野区民ホール ¥12,000 12 20 平野区民ホール 06-6790-4000 1回1000円×12回

旅行で話せる中国語 木 10：00～11：45 平野区民ホール ¥12,000 12 20 平野区民ホール 06-6790-4000 1回1000円×1２回

【韓国語】

韓国語初級教室 水 19：00～20：30 福島区民センター ¥14,000 18 18 福島区民センター 06-6468-1771
前期からの継続…読み書きで
きる方対象

【フランス語】

フランス語教室 水 19：30～21：00 港区民センター ¥15,000 10 10 港区民センター 06-6572-0020

パソコン勉強会 金 13：30～15：30
大正区コミュニティセン
ター

\500/回 月1回 10
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511

パソコン教室 金 10：00～12：00
大正区コミュニティセン
ター

¥5,000 5 12
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511 テキスト代込

パソコンステップアップ講座
（1/13～2/24）

金 13：30～15：00 港区民センター ¥4,500 6 12 西区支部協議会 06-6125-3311
テキスト代込
ＵＳＢメモリが必要

パソコンステップアップ講座
（2/14～3/28）

火 13：30～15：00 港区民センター ¥4,500 6 12 西区支部協議会 06-6125-3311
テキスト代込
ＵＳＢメモリが必要

書道教室 火 9：45～11：45
大正区コミュニティセン
ター

¥16,000 年30 34
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511

【パソコン】

【書道】
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書道教室 水 9：45～11：45
大正区コミュニティセン
ター

¥16,000 年30 34
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511

書道教室 水 13：30～15：30
大正区コミュニティセン
ター

¥16,000 年30 34
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511

書道教室 木 18：00～20：00
大正区コミュニティセン
ター

¥16,000 年30 34
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511

美しい「かな文字」書道 金 13：30～15：00 此花区民ホール ¥7,500 10 25 此花区民ホール 06-6463-1100

初歩から学ぶ吟遊書道教室 水 10：30～11：45 中央会館 ¥5,000 10 20 中央会館 06-6211-0630

書道教室 木 13：30～14：50 浪速区民センター ¥3,000 6 20 浪速区民センター 06-6568-2171 半紙代実費負担

書道教室 土

幼稚園児～中学生
13：00～14：30

高校生以上
14：30～16：00

東成区民センター

幼稚園児～中学生
￥3,500(月額）

高校生以上
￥4,500（月額）

月3回 10 東成区民センター 06-6972-0717

おとなの美文字教室 土 14：30～16：00 東成区民センター
￥4,500（月
額）

月３回 10 東成区民センター 06-6972-0717

茶道教室（表千家） 土 15：00～17：00
大正区コミュニティセン
ター

¥39,600 年36回 12
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511

お茶席教室 木 14：00～16：00 放出中学校和室 ¥8,500 12 12 城東区民センター 06-6932-2000 期間：半年

茶道教室 木 19：00～21：00 平野区民ホール ¥5,000 6 12 平野区民ホール 06-6790-4000
途中からの受講（1回850円
×回数）

生け花 土 13：30～15：00 此花区民ホール ¥2,000 4 15 此花区民ホール 06-6463-1100 別途教材費

フラワーアレンジメント 土 10：00～12：00 平野区民ホール ¥3,000 6 20 平野区民ホール 06-6790-4000 花材費（毎回1800円）

着付け＆マナー講座 木 19：30～21：00 港近隣センター ¥4,000 8 20 港近隣センター 06-6571-3056

着付教室 火 18：30～20：30 中央会館 ¥10,000 10 10 中央区民センター 06-6267-0201 途中からの参加不可

秋の着付け 土 13：30～15：30 平野区民ホール ¥2,500 5 １０名 平野区民ホール 06-6790-4000

【着付け】

【茶道】

【華道・フラワーアレンジメント】
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おしゃれ工房～パッチワーク講
習～

金 14：00～16：00 港近隣センター ¥2,000 4 30 港近隣センター 06-6571-3056 別途、材料費要

パッチワーク・キルト教室 水 10：00～12：00 天王寺区民センター ¥3,300
1月～3月分
月2回 通年6回

20
天王寺区民セン
ター

06-6771-9981 別途教材費が必要

ふらっとカフェあみもの 木

【偶数月】
10：00～12：00
13：30～15：30

【奇数月】
13：30～15：30

西区民センター ¥500 月1回 8 西区支部協議会 06-6125-3311 材料費込

【絵画】

水彩画・水彩色鉛筆画 木・土 10：00～12：00 此花区民ホール ¥6,000 6 20 此花区民ホール 06-6463-1100 希望者のみ別途画材（有料）

おとなの絵画教室 火 13：00～16：00
大正区コミュニティセン
ター

¥49,000 年49回 10
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511

こども絵画教室 土 14：00～18：00 港近隣センター ¥4,800 3 20 港近隣センター 06-6571-3056
別途入会金
￥4,800　要

季節を感じるハガキ絵教室 月 10：00～12：00 天王寺区民センター ￥1650/３回
月1回
通年3回

30
天王寺区民セン
ター

06-6771-9981
別途教材費990円
が必要

絵手紙と俳画 水 13：30～15：30 平野区民ホール ¥6,500 10 ３０名 平野区民ホール 06-6790-4000

kodomoアートスクール 土  9：30～11：30
大正区コミュニティセン
ター

\2,000/月 月3 10
大正区コミュニ
ティセンター

06-6553-5511 教材費含む

工作&アート教室　Coppa!! 土 10：30～12：00 港区民センター ¥1,800 1 10 港区民センター 06-6572-0020
時間は講座ごとに変更有
＊４歳～小学生まで

七宝焼 金 9：30～12：00 西区民センター ¥5,500 6 20 西区支部協議会 06-6125-3311 別途、材料費が必要

リフォーム講座 木
10：00～12：00
13：00～15：00

城東区民センター ¥3,000 6 各24 城東区民センター 06-6932-2000
午前の部・午後の部
期間：半年

アートポスト 水 16：00～18：00 東成区民センター
￥4,000（材料
費含・月額）

月２回 15 東成区民センター 06-6972-0717
小学生対象
27年1月14日より開講

【手芸・パッチワーク】　

【工作・工芸】　
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みなとこども囲碁クラブ
第2･
4土

14：00～16：00 港区民センター 無料 2 港区民センター 06-6572-0020

囲碁教室 日 10：00～12：00 浪速区民センター ¥3,000 6 30 浪速区民センター 06-6568-2171 対象は３段程度までの方

囲碁教室（初級～中級） 土 13：00～17：00 天王寺区民センター ￥1,000/2ヶ月
月3回程度
通年開催

30
天王寺区民セン
ター

06-6771-9981

こども囲碁教室 土 1３：30～1５：30 東桃谷会館 ￥1000（1ヶ月） 20 生野区民センター 06-6716-3020
区内小学生対象、
担当：星野・臼田

国際交流 日・金
（日）14：00～16：00
（金）19：00～21：00 福島区民センター 12 福島区民センター 06-6468-1772 月２～３回

キャラ弁講座 10：30～12：00 中央会館 ¥1,000 1 12 中央会館 06-6267-0201 1月開催

段ボール紙で作る！能舞台 (1/7)土 14：00～17：00 城東区民センター ¥3,000 1 15 城東区民センター 06-6932-2000 単発

みそづくり講習会
午前の部10：00～
午後の部13：00～

東成区民センター \3600（6kg）
2/16,17,18
（いずれも午前・
午後の2回）

15 東成区民センター 06-6972-0717

親子料理教室
※大人のみの参加不可

3/4･5 東成区民センター 2回 10 東成区民センター 06-6972-0717 開催決定。詳細未定

女性のための話し方教室 木 13：30～15：30 平野区民ホール ¥2,500 5 ３０名 平野区民ホール 06-6790-4000

【囲碁】　

【その他】　
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