
2023 春の教室

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響により、講座日等変更になる場合があります。

（建物名・部屋番号までご記入ください）

アネックス パル法円坂 春の教室

全14講座

2023年 4月～6月

名　　　前



海外旅行に役立つ！
店内・旅行英会話 木曜日クラス4

旅行での英会話を中心としたアットホームなレッスンです。楽しいク
イズや実用的な発音も取り入れています。90分間たっぷり英語を楽
しんでください。

●日程・時間帯・回数
第1回 5月11日（木）  第2回 5月18日（木）  
第3回 5月25日（木）  第4回 6月  1日（木）
第5回 6月  8日（木）  第6回 6月15日（木）
毎週木曜日　各6回
午前クラス：午前10時15分～11時45分
午後クラス：午後1時～2時30分

英語講師　𠮷村 継子
各15名
初級～中級レベル
13,000円受講料

持ち物

定　員
講　師

 ケイコ

対　象

5月1日（月）応募締切日 筆記用具、辞書（なくてもOK）

楽しく学ぶ、
入門者・初心者のための英会話1

受講料
応募締切日

秦 清子（大阪ユネスコ協会プロジェクトアドバイザー）
15名
12,000円
1日前

入門者・初心者対　象
教材費 1,000円
筆記用具

楽しみながら英語を基礎から学びます。発音もフォニックス（音声学）
を取り入れて練習するので、発音がうまくなります。簡単な英会話が出
来るようになり、海外旅行でも英語が使えるようになります。

●日程・時間帯・回数

受講料
定　員

持ち物

第1回 4月12日（水） 
第3回 4月26日（水） 
第5回 5月17日（水）
  絵で楽しく文の組立て方を学ぶので、英語が分かりやすく好きになります。
  体で実感して英語を覚えるので英語がスラスラと出てきて、会話が出来る
  ようになります。
いずれの回も水曜日　午前10時～11時30分　全6回

第2回 4月19日（水） 
第4回 5月10日（水）
第6回 5月24日（水）

講　師

遊びながら英語力を育てる！
子どもと楽しむ英語遊び2

講　師
定　員

絵カードを上手に使ったゲームや文型練習を行うことによって、英語の勉強が
楽しく、面白くて仕方がないと思えるようになります。絵カードは小・中学生の勉強
にも最適です。フォニックスも学んで、英語の発音の仕方を学ぶことがきます。

●日程・時間帯・回数
6月4日（日） 
午前10時～12時
子どもに英語を教えるためのゲームなど、英語を遊びやゲームなどを通し
て学ぶ。フォニックスも学んで英語の発音の仕方を学ぶ。

対　象

受講料
応募締切日 備　考
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スペイン語講師 今井 良
15名
7,500円
10日前

受講料
応募締切日

定　員 入門者・初心者、どなたでも対　象
講　師

●日程・時間帯・回数
第1回 4月  5日（水） スペイン語の読み方とあいさつ
第2回 4月12日（水） 名詞と形容詞
第3回 4月19日（水） 動詞について
第4回 4月26日（水） 便利な表現
第5回 5月10日（水） 動詞の目的語について
第6回 5月17日（水） スペイン語のお話を読む
いずれの回も水曜日　午後7時～7時45分　全6回

スペイン語の初級講座です。スペイン語は英語に比べて読み方が
簡単です。この講座では自己紹介が出来るようになることと簡単な文
章が読めるようになることが目標です。

筆記用具・辞書（なくても可）持ち物

簡単な文章が読めるようになる
スペイン語初級講座

週末に楽しむ！
店内・旅行英会話 土曜日クラス5

土曜日の午前を充実した時間にしませんか？海外旅行で使える
会話や発音をリラックスして90分間レッスンします。一緒に英語を
楽しみましょう。

●日程・時間帯・回数
第1回 4月15日（土）   第2回 4月２2日（土）  
第3回 4月29日（土・祝） 第4回 5月  6日（土）
第5回 5月１3日（土）   第6回 5月２0日（土）
 毎週土曜日　全6回
午前10時15分～11時45分　

英語講師　𠮷村 継子
7名
初級～中級レベル
13,000円
４月5日（水）
筆記用具、辞書（なくてもOK）

受講料

持ち物

定　員
講　師

ケイコ

対　象

応募締切日

入門編 フランス語始めたい方、どなたでもいらしてください。文法を学びながら、旅行
に使える会話文を覚えていきましょう。秋よりスタートした中級編。あいまいに覚えていたこ
とをおさらいして、定着させていきましょう。2，3年フランス語学習歴のある方が対象です。

●日程・時間帯・回数

対　象
講　師

応募締切日
定　員 受講料

国津 洋子　フランス語通訳 翻訳 仏検1級 最優秀成績賞受賞
入門編：どなたでも　中級編：フランス語の学習歴が2年ほどある方
各10名
3月20日（月） 持ち物 辞書（入門編はなくてもOK）、筆記用具

9,000円 教材費 1,000円

第1回 4月  8日（土）
第2回 4月29日（土・祝）
第3回 5月13日（土）
第4回 5月27日（土）
第5回 6月10日（土）
第6回 6月24日（土）
土曜日 （初級）午前9時50分～10時50分 （中級）午前11時10分～12時10分 各6回

文法を学びながら旅行に使える会話も学習
フランス語講座入門編・中級編

もう一度おさらい（動詞１）

もう一度おさらい（動詞２）

もう一度おさらい（動詞3）

旅先の会話（１）

旅先の会話（２）

復習

テキスト”Lire des tableaux”リスニング挑戦

テキスト”Lire des tableaux”リスニング挑戦

テキスト”Lire des tableaux”ニュース聞き取り

パリの日常 会話聞き取り（1）

パリの日常 会話聞き取り（2）

復習

入門 中級

秦 清子（大阪ユネスコ協会プロジェクトアドバイザー）
20名

3,000円（資料代含む）
10日前 事前入金が必要です

子どもに英語を教えている指導者、
これから子どもに英語を教えたいと
思っている方



手本をもとにだれにでも描ける
水墨画講座8

墨を基本に色も使った水墨画を描きます。全くの初心者には、四君子（竹・
蘭・菊・梅）を描いて墨や筆の使い方に慣れていただき、経験者は季節の花・
野菜や景色などを描いて技を高めます。

●日程・時間帯・回数
第1回 4月14日（金） 竹など
第3回 4月28日（金） 菊など
第5回 5月19日（金） 果物・野菜など
いずれの回も金曜日　午前10時～12時　全6回

第2回 4月21日（金） 蘭など
第4回 5月12日（金） 梅など
第6回 5月26日（金） 春の景色

定　員
講　師

持ち物

備　考

教材費 応募締切日

田中 孝治（日本美術家連盟会員）
12名
600円
水墨画用筆、顔彩、習字の下敷、筆洗、
白い皿2枚、小さい硯、雑巾
水墨画用筆、顔彩については手持ちがなければ
3,800円程度で用意いたします。

10日前
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楽しく学ぶ中医養生学
八段錦気功教室

教材費

裴 華　大阪精武体育会 コーチ ・ 「六合勤修会」 代表
「神戸南京町鍼灸六合治療院」 鍼灸師
大人
12,000円 （1回 2,000円）
400円 （新規のみ）
5日前

対　象
受講料

応募締切日 持ち物

10名定　員

講　師

●日程・時間帯・回数

800年以上の歴史がある中国の気功法「八段錦」には、身体の代謝
を高め、血行を良くし、免疫力をアップする働きがあります。八段錦の動
作について、中医養生学に基づいてわかりやすく解説します。

第1回 4月23日（日）
第3回 5月14日（日）
第5回 6月18日（日）
いずれの回も日曜日 午前10時10分～11時10分　全6回

第2回 4月30日（日）
第4回 5月28日（日）
第6回 6月25日（日）

八段錦の紹介、１段目の
動作の解説と練習

２、３段目の
動作の解説と練習

４、５段目の
動作の解説と練習

８段目の動作の解説と練習

６、７段目の
動作の解説と練習

八段錦の復習

動きやすい服装、タオル、飲み物

●日程・時間帯・回数

簡化24式太極拳は、初心者向けの套路（とうろ）で、日本武術太極拳
連盟の太極拳段位認定に用いられています。中医学の養生理論に基づ
いており、習得することで日常の運動能力の向上や改善に役立ちます。

第1回 4月23日（日）
第3回 5月14日（日）
第5回 6月18日（日）
いずれの回も日曜日 午前11時20分～12時20分　全6回

第2回 4月30日（日）
第4回 5月28日（日）
第6回 6月25日（日）

24式太極拳の紹介、
１段目の動作の解説と練習

１、２段目の動作の復習

４段目の動作の
解説と練習

３段目の動作の
解説と練習

２段目の動作の
解説と練習

２４式太極拳の復習

応募締切日

裴 華　大阪精武体育会 コーチ ・ 「六合勤修会」 代表
「神戸南京町鍼灸六合治療院」 鍼灸師
大人
12,000円 （1回 2,000円）
5日前
動きやすい服装、タオル、飲み物

対　象

受講料

持ち物

10名定　員

講　師

129 誰でもできる！
簡化２４式太極拳入門教室

各種イベントでも大好評！
夢いっぱいのバルーン教室

●日程・時間帯・回数
第1回 4月  8日（土） お花色々
第3回 5月13日（土） ボボバルーン
第5回 6月10日（土） 鬼滅の刃シリーズ②
いずれの回も土曜日 午前11時～12時30分　全６回

第2回 4月22日（土） 鯉と金太郎
第4回 5月27日（土） 鬼滅の刃シリーズ①
第6回 6月24日（土） 織姫と彦星

保育所・幼稚園・小学校・学童保育・子供会・子ども食堂・地域
イベント等々でも大好評！
新年度から、あなたもはじめてみませんか。

●日程・時間帯・回数

「ボランティアマジックバルーンショー」出演5,000回めざして一緒
に練習しませんか。定期的に「マジックランチショー」も企画していま
す。年間、約100ヵ所から出演依頼がありますよ！

だれにでもすぐにできる手品！
夢いっぱいのマジック教室

第1回 4月  8日（土）
第3回 5月13日（土）
第5回 6月10日（土）
いずれの回も土曜日　午前10時～11時　全6回

第2回 4月22日（土）
第4回 5月27日（土）
第6回 6月24日（土）

当日参加の
お楽しみ！

まぎ～マモル（沢地守）・パフォーマーSHO 
「となりの人間国宝さん」認定
東大阪市まちのすぐれもの登録
15名
3,000円（1回 500円）
9,000円（1回 1,500円）
前日

受講料

応募締切日

どなたでも対　象定　員

講　師

教材費

持ち物 バイスクルトランプ、45㎝シルクハンカチ
（必要な方販売してます）

（必要な方販売してます）

まぎ～マモル（沢地守）・パフォーマーSHO 
「となりの人間国宝さん」認定
東大阪市まちのすぐれもの登録
15名
3,000円（1回 500円）
7,800円（1回 1,300円）
前日
ハサミ、ゴミ袋、バルーンポンプ

受講料

応募締切日

どなたでも対　象定　員

講　師

教材費

持ち物

持ち物

7

●日程・時間帯・回数

対　象
講　師

応募締切日

受講料

インイン 大阪市生涯学習インストラクター・大阪府立高等学校非常勤講師・「インイン文化沙龍」代表
どなたでも
12,000円
前日まで

定　員 18名

持ち物 筆記用具
教材費 1,500円「インイン文化沙龍」オリジナル教材

第1回 4月  5日（水）
第2回 4月12日（水）
第3回 4月19日（水）
第4回 4月26日（水）
第5回 5月10日（水）
第6回 5月17日（水）
いずれの回も水曜日 午後7時～8時 全6回

中国語教室
ピンイン発音特訓講座

母音、子音の発音の調音点
基本の声調パターンを練習
発音が混乱しやすい母音と子音を克服
有気音・無気音を含む単語を特訓
発音が混乱しやすい複母音と鼻母音を克服
３文字・４文字の単語や慣用語に挑戦してみよう ！

ゼロから中国語をはじめたい方やピンインの発音を徹底的に矯正
したい方のための講座です。しっかり相手に通じる発音を身につけ
ましょう！

対　象 どなたでも
受講料 7,200円



13

やなかしのぶ（画家）
10,000円

持ち物 透明水彩絵具（12～24色）、筆、パレット、水彩用紙（SMサイズ）
鉛筆（２B程度）、練消しゴム、筆洗、雑巾、ティッシュ

受講料 4,400円教材費
講　師 １８歳以上対　象 20名定　員

10日前応募締切日

　お手本を基に混色、デッサンのコツをゆっくり学びましょう。説明会は
受講料及び教材費無料。

楽しく絵を描きませんか？
6色で描く風景透明水彩画 14

　絵を描くのが初めての方でも下絵付きなのでぬり絵感覚で楽しめ
ます。説明会は受講料及び教材費無料。

楽しく絵を描きませんか？
6本で描く水性えんぴつ風景ぬりえ

●日程・時間帯・回数

説明会 4月6日（木）
第2回 5月4日（木）
第4回 6月1日（木）
いずれの回も木曜日 午後1時15分～1時45分（説明会）
 午後1時15分～2時45分 全5回

画材・内容の説明（無料）
トーンについて・実技
遠近法について・実技

第1回 4月20日（木）
第3回 5月18日（木）
第5回 6月15日（木）

デッサン・実技
混色について・実技
いろいろな構図
について・実技

●日程・時間帯・回数

説明会 4月6日（木）
第2回 5月4日（木）
第4回 6月1日（木）
いずれの回も木曜日 午後1時45分～2時15分（説明会）
 午後3時～4時30分 全5回

画材・内容の説明（無料）
おもしろ技法
明暗とは

第1回 4月20日（木）
第3回 5月18日（木）
第5回 6月15日（木）

画材の使い方
混色について
名画模写

やなかしのぶ（画家）
10,000円

持ち物 水彩色えんぴつ（12～24色）、水筆ペン、筆洗、雑巾、ティッシュ
受講料 4,400円教材費
講　師 １８歳以上対　象 定　員

10日前応募締切日

20名

習いごと広場 春の教室
教　　　室 日　　　時 対　象 定員 費　　　用

6/4　日曜日
10:00～12:00
4/5・12・19・26・5/10・17　水曜日
19:00～19:45　全6回

4/12・19・26・5/10・17・24　水曜日
10:00～11:30　全6回

5/11・18・25・6/1・8・15　木曜日　各6回
午前クラス：10:15～11:45
午後クラス：13:00～14:30

4/14・21・28・5/12・19・26　金曜日
10:00～12:00　全6回

4/8・29・5/13・27・6/10・24　土曜日
（初級）9:50～10:50　（中級）11:10～12:10　各6回

4/8・22・5/13・27・6/10・24　土曜日
10:00～11:00　全6回
4/8・22・5/13・27・6/10・24　土曜日
11:00～12:30　全6回
4/23・30・5/14・28・6/18・25　日曜日
10:10～11:10　全6回
4/23・30・5/14・28・6/18・25　日曜日
11:20～12:20　全6回

4/15・22・29・5/6・13・20　土曜日
10:15～11:45　全6回

4/5・12・19・26・5/10・17　水曜日
19:00～20:00　全6回

4/6・20・5/4・18・6/1・15　木曜日
13:15～13:45（説明会） 13:15～14:45 全5回

4/6・20・5/4・18・6/1・15　木曜日
13:45～14:15（説明会） 15:00～16:30 全5回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

入門編： どなたでも
中級編： フランス語の学習歴が
 2年ほどある方

楽しく学ぶ、入門者・初心者のための英会話

簡単な文章が読めるようになるスペイン語初級講座

海外旅行に役立つ！店内・旅行英会話 木曜日クラス

週末に楽しむ！店内・旅行英会話 土曜日クラス

中国語教室 ピンイン発音特訓講座

手本をもとにだれにでも描ける水墨画講座

だれにでもすぐにできる手品！夢いっぱいのマジック教室

各種イベントでも大好評！夢いっぱいのバルーン教室

楽しく学ぶ中医養生学 八段錦気功教室

誰でもできる！簡化24式太極拳入門教室

楽しく絵を描きませんか？6色で描く風景透明水彩画

楽しく絵を描きませんか？6本で描く水性えんぴつ風景ぬりえ

15名

20名

15名

各15名

7名

各10名

18名

12名

15名

15名

10名

10名

20名

20名

入門者・初心者

入門者・初心者、どなたでも

初級～中級レベル

初級～中級レベル

どなたでも

どなたでも

どなたでも

どなたでも

大人

大人

18歳以上

18歳以上

12,000円  教材費 1,000円

3,000円（資料代含む）

7,500円

13,000円

13,000円

9,000円  教材費 1,000円

12,000円  教材費 1,500円

12,000円 （1回 2,000円）

10,000円 教材費 4,400円

10,000円 教材費 4,400円

3,000円（1回 500円）
教材費 7,800円（1回 1,300円）

3,000円（1回 500円） 
教材費 9,000円（1回 1,500円）

7,200円  教材費 600円

12,000円 （1回 2,000円）
教材費 400円 （新規のみ）

大阪市教育会館（アネックス パル法円坂）
市民ギャラリー （アネックスパル法円坂休館日を除く） 午前9時30分～午後5時

大阪市教育会館（アネックス パル法円坂）1階の市民ギャラリー
では、年間を通し書画などの作品を展示しています。市民ギャラリー 入場無料

大阪市教育会館
（アネックス パル法円坂）

アネックス パル法円坂の
ご利用は

習いごと広場の
お申込みは

大
阪
市
教
育
会
館

備　考 絵具、筆、パレットについては手持ちがなければ20,000円程度で用意いたします。
備　考 水彩色えんぴつ、水筆ペンについては手持ちがなければ2,600円程度で

用意いたします。

文法を学びながら旅行に使える会話も学習
フランス語講座入門編・中級編

遊びながら英語力を育てる！
子どもと楽しむ英語遊び

ください。

子どもに英語を教えている指導者、これから
子どもに英語を教えたいと思っている方






