どなた様でも参加できる、
たかつガーデン主催の

秋〜冬期間のご案内

参加者
受付中
だより

いきいきぷるるん美肌講座（連続講座）
★Ｔａｋａｔｓｕ自分磨き塾★〜マイナス5歳肌を取り戻せ！〜

■色彩シリーズ①
【〜色彩心理分析の基礎理論を理解する〜】
国際特許取得教材『キッズカラーカウンセング教材』を用
いて、色遊び感覚で深層心理を自己診断します。診断結果
を判断するための冊子もセットされており、深層心理のチ
ェックに使えます。
診断結果を元に、自己や子供の心のサインを読み取り、
カ
ウンセリングノウハウを身につける内容です。発達段階の
カラーライフサイクルを使い、
性格形成のプロセスや、
タブ
ーキーワードの十か条などがさらに学べるセミナーです。
◇2009年10月17日
（土） 14:00〜16:00
・費用／7,000円
（教材費2,415円と資料代一式を含む）
・募集／先着20名様
・申込入金の締切／10月10日
（土）
■色彩シリーズ②
【〜色に秘められたメッセージを読み解く力〜】
カラーカウンセングの臨床から見えてきた色と心のつなが
りを初公開します。
色に秘められたサインは数多く存在します。基本を知り、読
み取る極意を伝授します。そして応用、
『 聴く』だけではな
い『考える参加型』
セミナーです。
自分のコミュニケーション能力タイプを知り、
『 脳トレ』
を行
います。イメージ力アップ・考える力を養い、応用力を鍛え
る方法が学べます。
◇2009年11月21日
（土） 14:00〜16:00
・費用／5,000円
（教材費一式1,000円を含む）
・募集／先着20名様
・申込入金の締切／11月14日
（土）
■色彩シリーズ③
【〜パーソナリティカラーを知るセミナー〜】
基礎能力とキーワードをセルフチェック。
「社会人基礎力」
「就職基礎能力」
「ライフデザイン50のキーワード」を学び
ます。子供の指導にも役立つカウンセラーの心得を伝授し
ます。
行動にも原因と結果があります。生まれつき備わっている
特定の感情や要求、生活の中で学んだ意識的なこころと行
動、人間関係のコミュニケーション力、心中のおもい・気持
ち、目的実現に役立てる性質などを知ることでより心理を
理解することが出来ます。心と色とのかかわりについても
学ぶことが出来ます。
◇2009年12月12日
（土） 14:00〜16:00
・費用／5,000円
（教材費一式1,000円を含む）
・募集／先着20名様
・申込入金の締切／12月5日
（土）
■色彩シリーズ④
【〜暮らしに役立つカラーコミュニケーション〜】
色は口ほどにものを言う。
さまざまな身近なシーンで色が持つ効果を発揮できれば
いいと思いませんか。
集中力をアップさせたいときやイライラを鎮静したいとき・
交渉をスムーズに処理したいとき・初対面で信頼感を与え
たいとき・健康管理に役立つ色使いなど。
職場でもスムーズに仕事を進める色使いなども含め実際
に役立つ色使いが学べます。応用の出来る基本が身に付く
セミナーです。色に自分に興味がある方は是非ご参加くだ
さい。
◇2009年9月26日
（土） 14:00〜16:00
・費用／5,000円
（教材費一式1,000円を含む）
・募集／先着20名様
・申込入金の締切／9月19日
（土）

肌の悩みシミ・シワ・クスミなどあきらめている方に朗報
です！自分で出来るセルフエステの方法を毎回伝授しま
す。担当講師は、
エステティシャンを対象とした講師も勤
め、初心者にも分かりやすいと好評の講座です。スキン
ケア
（肌ケア）
に対する内容を中心に進めていきます。無
菌マユを使って、
実際にシルク美肌水づくりを行います。
作成の方法をお伝えしますので使い終わった後もご自
身で作っていただけます。夏の紫外線で肌のダメージを
感じてる方、
フェイス〜デコルテのトータルビューティー
の内容は、
今回限りの特別講座です。
●日程・時間・内容（6回の連続講座です）
◇2009年11月21日
（土） 14:00〜15:30
【美容の基礎知識とフェイスケア
（洗浄・美顔）
の基本】
◇2009年12月12日
（土） 14:00〜15:30
【リンパ・美顔ツボとフェイスケアとアロマ】
◇2010年1月9日
（土） 14:00〜15:30
【シルクビューティーの力を実感・美白水づくりとパック方法】
◇2010年1月23日
（土） 14:00〜15:30
【五感美容・メンタルについて】
◇2010年2月27日
（土） 14:00〜15:30
【老化対策と美食同源、
カラダの中から美しく】
◇2010年3月27日
（土） 14:00〜15:30
【アンチエイジングとメイク術そして総合】
・費用／21,150円（6回連続代・材料費・教材費3,150円を含む）
・募集／先着15名様
・申込入金の締切／11月11日
（水）

アロマテラピー教室（スポット講座）
★Ｔａｋａｔｓｕ自分磨き塾★
テーマの精油のご説明と扱い方、そして精油を使用して手作り
コスメを一緒に作成します。アロマテラピーをより身近に感じて
いただける、
とことん癒しにこだわった90分の講座です。
今日は好評に付き、午前の部・午後の部の2回開催をご準備しま
した。同日の内容は同じです。ご都合の良い方を選択し、
ご予約
ください。
●開講日程・時間・内容
（各日のテーマ精油は 季節に合わせた２種類の精油 をご紹
介します)
◇2009年9月26日
（土）
午前の部／11:00〜12:30 午後の部／14:00〜15:30
★アロマテラピーと相性のよい材料の選び方その2
【潤うボディジェルローションづくり】
◇2009年10月24日
（土）
午前の部／11:00〜12:30 午後の部／14:00〜15:30
★アロマテラピーとキャリアオイルについて
【しっとりハンドクリームづくり】
◇2009年11月28日
（土）
午前の部／11:00〜12:30 午後の部／14:00〜15:30
★アロマテラピーとクリスマス
【ウィンターフレグランス
（練り香）
づくり】
◇2009年12月26日
（土）
午前の部／11:00〜12:30 午後の部／14:00〜15:30
★アロマテラピーとハウスキーピング
【重曹で作るアロマクレンザー＆消臭スプレーづくり】
・費用1名につき／１回2,200円
（講習代金・ハーブティー代・材料費代を含む）
・募集／午前の部 先着10名様限定
午後の部 先着10名様限定
・申込入金の締切／各月の15日

英会話教室（連続講座）
★Ｔａｋａｔｓｕスキルアップ塾★
初級者を対象とした英会話教室。約二ヶ月を1クールとし
た、5回の連続講座です。英字新聞を活用し、使える英会
話を楽しく学べる教室です。どのような内容の教室なの？
私に合っているか心配・
・
・という方には初回に、体験レッス
ン受講も受付しています。教室の雰囲気を味わって頂けま
す（事前にご予約ください）。
●開講日程・時間
■モーニングコース 《受講時間／10:30〜12:00》
◇2009年9月11日（金）◇2009年9月25日（金）
◇2009年10月2日（金）◇2009年10月9日（金）
◇2009年10月16日（金）
◇体験レッスン／2009年9月11日（金）
・費用／12,000円（5回分の教材費・個人アドバイス料を含む）
・体験レッスン／1回1,000円（お一人様1回限り）
・募集／先着10名様
・申込入金の締切／9月4日（金）
■ナイトコース 《受講時間／18:45〜20:15》
◇2009年10月15日（木）◇2009年10月22日（木）
◇2009年11月5日（木）◇2009年11月12日（木）
◇2009年11月26日（木）
◇体験レッスン／2009年10月15日（木）
・費用／12,000円（5回分の教材費・個人アドバイス料を含む）
・体験レッスン／1回1,000円（お一人様1回限り）
・募集／先着10名様
・申込入金の締切／10月8日（木）
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桂 文也
KATSURA BUNYA
A

プリザーブドフラワー教室
（スポット講座）
テーマ：秋のアレンジメント
※収穫の秋らしい小物も扱う作品を
作っていただけます
◇2009年10月24日
（土） 10:30〜12:00
・費用／5,000円（レクチャー代・材料費一式を含む）
・募集／先着20名様
・申込入金の締切／10月14日
（水）

メイクアップ教室（連続講座）
★Ｔａｋａｔｓｕ自分磨き塾★
はじめてのメイクレッスン。若く見える5つのポイ
ントお教えします。実年齢より年上に見られること
で悩んでいませんか?
〜あなたが変わる5Dayセミナー〜
◇2009年12月19日
（土） 14:00〜16:00
【毎日のスキンケアの大切さ】
◇2010年1月9日
（土） 14:00〜16:00
【私に似合う眉メイク】
◇2010年1月16日
（土） 14:00〜16:00
【私色のファンデーションの選び方・つけ方】
◇2010年2月20日
（土） 14:00〜16:00
【ポイントメイクⅠ アイメイク】
◇2010年3月13日
（土） 14:00〜16:00
【ポイントメイクⅡ チークとリップ】
・費用／15,000円
（５回連続代・個人アドバイス料込み）
・募集／先着10名様限定
・申込入金の締切／１２月12日
（土）

桂 坊枝
KATSURA BOSHI

笑福亭 呂竹
竹
SHOHUKUTEI ROCHIKU

お囃子〈三味線〉

勝 正子
KATSU MASAKO

主催：財団法人 大阪府教育会館 たかつガーデン
協力：桂文枝一門／高津神社

★ 受講に関するご説明
○申 込 方 法
電話・来館・FAX・メール等で申込をしてください。その後、
締切日までにご入金をお済ませください。
入金をもって正式申込受付完了とします。
○振 込 先
三菱東京UFJ銀行 上本町支店 普通預金
口座名義 財団法人 大阪府教育会館

2009.9

106914

○入金について
申込締切日までに、全額入金をお願いします。来館、
または振込みで受付します。
振込みにかかる振込み手数料はお客様のご負担となります。ご了承ください。
尚、定員割れで開講中止となった場合や、申込締切までに受講キャンセルの申し
出があった場合、受講料についてはご返金します。また、申込締切日を過ぎたキ
ャンセルや、当日の欠席につきましては、返金できません。
受講者都合による欠席の場合、振り替え授業はいたしません。
正式申込受付完了者から先着順とさせて頂きます。定員になり次第〆切します。

詳しくは、たかつガーデンのホームページ『講座・イベント』
をご覧ください。http://www.takatsu.or.jp/event.html

た
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笑
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亭

︹高津の冨亭 出張寄席︺

色彩心理教室（スポット講座）
★Ｔａｋａｔｓｕ色彩心理シリーズ★

桂つく枝改メ
桂

五代目
五

桂文三
KATSURA BUNZA

襲名披露落語会
：00開演
10月25日（日）14
8階たかつ
9月20日より発売開始！
！
◆チケット購入までの流れ
◆
（
（申込方法は、
下記A・Bのいずれかでお願いします。）
お客様の
お
①氏名 ②郵便番号 ③住所
①
（チケット郵送先）
④電話・FAX番号
④
（自宅or携帯） ⑤枚数を確認します

A.フロント申込と購入について〈入金方法→現金支払〉
A
フロントにて
申込をする

入金する

B.電話予約と購入について〈入金方法→振込支払〉
B
電話にて
申込をする
（振込先）
（振
三菱東京UFJ銀行

チケット料金+
ご入金確認後、
振込手数料を振込む チケットを郵送
（振込先は下記）
いたします
上本町支店
（普通）
37034 （財）
大阪府教育会館

お問合せは、
「たかつ笑い亭」係 TEL.06-6768-3911まで
詳しくは、ホームページの「講座・イベント」
にも掲載しています。
http://www.takatsu.or.jp

発行：財団法人大阪府教育会館
〒543-0021

チケットを
受取る

大阪市天王寺区東高津町7番11号 TEL : 06-6768-3911 FAX : 06-6768-3170
http://www.takatsu.or.jp e-mail : info@takatsu.or.jp

