
平成30年5月改訂

活動内容 グループ名 活動日時 会費

◆歴史・民族・地域

古文書グループ 第二、四木曜10：00-12：00 月2,000円

住吉古文書研究会 第一、三土曜18：00-20：00 月1,200円

◆生き方・コミュニケーション

手話 手話サークル 桜花 第三土曜10:00-12:00 年2,400円(途中入会受付)

大阪話し方クラブ　楽しく話そう 月三回月曜19：00-20：30 月1,500円　年会費　1,000円

シニアの話し方クラブ 第二、四水曜10:00-11:30 入会金なし 月2,000円

幸運になる生き方のコツ 笑顔いきいきセミナー　和み 第四土曜日10:30～12:00 月1,800円　入会費なし

◆語学

中国語 中国語会話 月三回水曜18：00～/19：00～/20：00～ 月4,000円　入会金3,000円

英語 Yuko's English 月二回月曜　13：00～15：00 3ヶ月　9,000円

◆文芸

俳句 草の花　俳句会 第一土曜12：30-16：30 月2,000円

漢詩 古典文学サロン(漢詩) 第二火曜13：30-15：30 3ヶ月5,000円

万葉空間 第一、三木曜13：30-15：15 8回10,000円

古典文学サロン(王朝古典文学) 第三金曜13：30-15：30 3ヶ月5,000円

川柳 川柳　みきの会 第三木曜17：30-20：15 月1,000円

詩 詩の実作講座 月一回、18：30～ 参加費1,000円

◆書道・茶道・花

書の教室 第二、第四火曜13：30-17：00 月3,000円

華の会 第一水曜10：00-12：00 月2,000円　入会金1,000円

書道サークル 第一、二、三木曜15：00-21：30 月5,000円

第二、四火曜14：00-17：00/18：00-21：00

月二回水曜18：00-21：00/月2回土曜18：00-21：00

恭華書院（キョウカショイン） 第四金曜　午前 会費1,600円

ハングル書芸 ハングル書芸サークル 第一木曜日　午後 1回2,000円

茶道 茶道裏千家市川教室 月二回月曜18：00-21：00 月5,000円　入会金3,000円 水屋料1,000円

フラワーアレンジメント@pont-neuf 第二、四火曜19：00-21：00 1回1,500円　花代2,000円

コベントガーデン
フラワーデザインスクール

第四火曜18：00-21：00 1回2,000円　花代2,000円

月三回木曜14：30～/16：00～/18：00～ 1回3,700円(花代)　1,000円～1,500円（維持費）

月一回木曜16:00～(子どもコース) 1回2,800円（花代）　600円（維持費）

モンプレジール 毎週金曜11:00～/14:00～ 1回花材費2,900円 維持費月1,600円

プリザーブドフラワー フラワーガーデン 月一回木曜16：00～/18：00～ 1回4,500円（材料費込み）

いけばな いけばな閑渕流 月三回金曜19:00～21:00 月3,000円　花材代1,000円／１回

◆美術

水墨画 慢々会 第一、三土曜9：30-12：00 月3,500円 入会金2,000円
日本水墨画
（文人画・南画） 初歩からの水墨画教室 第二・四金曜日13:00～14:30 月4,000円

日本画 日本画同好会サークル歩 第一土曜14：00-17：00 月2,000円

水彩画 グループいちょう 第二、第四木曜14：00-16：00 月1,500円

油絵・水彩画 大矢絵画教室 第二、四金曜14：00-16：00 月2,500円 入会金2,000円

一筆画 柳水芸術協会 第一日曜14：00-16：00 月3,000円 入会金1,000円

俳画 楽しい俳画 第一、三金曜10：00-12：00 月4,800円～

絵手紙サークルはこべの会 第二木曜13：00-16：00 月1,500円　入会金1,500円

恭華書院（キョウカショイン） 第二金曜　午後　 会費2,100円

◆工芸

染物 花の型染め教室 第三木曜13：00-17：00 月3,500円　入会金3,000円

陶芸 備前焼陶芸教室（煙樹窯） 第一土曜13：00-16：00 月1,500円　参加費5,000円

フラワー・
アレンジメント

フラワーガーデン

絵手紙

阿　倍　野　市　民　学　習　セ　ン　タ ー　　グ　ル　ー　プ　案　内 

古文書

話し方

日本文学

書道

山縣書道教室
月(大人)3,700円、(子ども)2,500円
入会費3,150円（道具一式進呈）

・活動内容・会費などをよく理解していただいたうえで

ご参加いただきますようお願いします。

・グループ・団体への参加は、自己の責任の下で

行ってください。

・活動日、費用などは変更される場合があります。

大阪市立阿倍野市民学習センター
TEL 06-6634-7951/FAX 06-6634-7954

阿倍野市民学習センターを
利用し、自主的に活動されて
いるグループの一覧です。
日時や参加費など、活動に
関する詳細は、各グループの
問い合わせ先までご連絡を
お願いします。
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混声合唱団ＡＶＥＣハーモニー 月三回土曜13：30-16：00 月5,000円　入会金1,000円

コール・クラルテ 毎週木曜14：00-16：00 月5,000円　入会金3,000円

コールフェーリア 月四回木曜10：00-12：00 月5,000円　入会金1,000円

第一、三土曜18：30-19：30

第二、四金曜
10：00-11：00・11：30-12：30・13：30-14：30
第二、四火曜10：30-11：30・13：30-14：30

第二、四金曜15：00-16：00

第二、四火曜15：00-16：00

ゴスペルサークル　ゴペック 第二、四木曜19：30-21：00 3ヶ月(6回)10,000円

はら・ごす 第一、三木曜19：30-21：00 3ヶ月(6回)12,000円

器楽演奏 音楽仲間アンサンブルベルタ 第一、第三水曜19：00-21：00 月2,500円

ギター クレシェンド・ギター・クラブ 毎木曜19：00-21：00 月5,000円

大正琴 ふたばの会 第一、三月曜10：00-11：30（祝日の場合変更あり）月3,000円　教室費は別途

筝　三絃 生田流淀の会箏三絃ベルタ教室 第二、三金曜9：30-12：00 月4,000円 入会金1,000円

プァモニー 第一、三水曜10：00-12：00 月3,000円

アロハ・メレ（初心者クラス） 平日14:00～16:30

アロハ・メレ（演奏クラス） 平日14:00～16:30

民謡 あべの民謡教室 第一、三水曜日13:30～15:30 月4,000円（教材費込み）

ゴスペル風コーラス ｈａｒｕるん 隔週水曜日19:00～20:30 入会金7,560円 月参加費3,240円（月2回）

歌とボイストレーニング コロン音楽教室 金曜日午前中（月２～３回） 3ヶ月6,000円（8回）

◆舞踏・ダンス

舞踊 詩舞教室いちょう 第三木曜10：00-12：00 月3,000円  入会金3,000円

スクエアダンス 大阪スクエアダンスクラブ 毎週月曜18：30-20：30 月2,000円　入会金1,000円

バレエ みなみバレエスクール（成人初心者） 第一、三日曜10：00-11：30
1レッスン2,500円
入会金10,000円、（月6,000円）

第一・二・四木曜　10:00～11:30 ＜木曜＞月5,400円（月3回）　入会金なし

第二・四水曜19:30～21:00 ＜水曜＞月3,900円（月2回）　入会金なし

第二・四火曜19:30～21:00 ＜火曜＞月3,900円（月2回）　入会金なし

扇寿会 毎週木曜9：30-12：00 月3,000円　入会金2,000円

阿倍野区体踊会 月四回土曜9：30-12：00 月3,000円　入会金2,000円

謡曲・仕舞 越賀隆声会 月二回火曜13：00－17：00 月5,000円　入会金2,000円

謡・仕舞 関西友枝会 不定期月一回（土日中心） １回につき3,000円

◆服飾・手芸

サザンクロス 第二、四金曜10：00-12：00

ログキャビン 第一、三土曜13：00-16：00 月3,500円

月二回木曜13：30-16：00

月一回土曜12:30-17:00

ビーズ Beads Bijou　ゆめ小箱 月一回木曜10：00～ 月2,000円　材料費実費

編物 編物同好会 第一、三水曜午前 月2,500円

押し絵 押し絵を楽しむ会 第二、四月曜10：00-12：00 月3,000円　材料費

◆趣味・娯楽

写真 フォトクラブ「歩」 第一月曜10：00-12：00 月1,000円

手品 マジック教室・不思議塾
第一、二、三  金曜19：00～
第一、三　 　　土曜14：30～

月4,000円（全コース参加OK）

発明研究 関西発明研究会 第一日曜日10：30-16：30 月1,500円

将棋 将棋クラブ 第二、四月曜14：00-17：00 月2,000円

3ヶ月で5,000円
（体験）1,000円/回 入会金1,000円

水曜　基礎編クラス13:00～14:30 月5,200円（4回）

水曜　実践編クラス15:00～16:30 月5,200円（4回）

バルーンアート 関西バルーンアート協会MAMA'SHOUSE 第二火曜、第四月曜14:00-16:00 10回数券制

◆美容・健康・スポーツ

和ヨーガ＆ヨーガ・セラピー 月曜10：00-12：00/木曜10：00-12：00 月5,000円　入会金1,000円

アンシー’ｓ ストレッチヨガ 第二、四日曜10:30-11：50 3ヶ月(6回)10,800円　　入会金3,240円

チャンドラスクール・オブ・ヨーガ 毎週月曜14：00-15：30/毎週水曜10：00-11：30 月5,500円

笑いヨガ なにわ大阪笑いヨガクラブ 第一、三木曜10：30-11：30 1回500円　入会費なし

自彊術 自彊術(あべのベルタ) 毎週土曜10：00-12：00 月4,000円　入会費1,000円

リズム体操 フラワーズ 第一、三、四金曜10：00-11：30 月3,000円　入会金1,000円

ピラティス ピラティス 毎週月曜19：00-20：00/20：15-21：15 月6,000円　入会金500円

中国気功 元気功房中国気功体操 毎土曜10：30-12：00 月4回5,000円

ゆったりストレッチ ゆるぽか身体ほぐしサマージュ 金曜(月4回）13:00-14:15 月5,000円　入会金1,500円

姿勢改善 スタイルアップサマージュ 金曜(月4回）14:30-16:00 月8,000円　入会金3,000円

あべの健康太極拳 第二・四・五火曜10:00～11:45 ＜１期１０回分＞10,000円　入会金なし

健康太極拳サークル 毎週水曜午前 ＜3か月分前納＞8,400円　入会金なし
太極拳

阿倍野市民学習センターで活動されているグループの一覧です。

スマートフォン 新しいスマートフォン教室

ヨーガ

月5,000円　入会金5,000円

折紙 日本折紙協会大阪支部 第一日曜、第四土曜13：00-16：00

民踊

パッチワーク

刺しゅう フランス刺しゅう　北山教室

ゴスペル

ウクレレ 入会金・会費は不要。教室使用料を人数で分
担。活動日は3ヶ月前に打合せして決定する。

フラダンス ホオヘノ　オ　プラヴァイ　フラハラウ

コーラス
抒情歌の会

月1,000円(2回) 入会金1,000円

歌曲の恩


