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

!

色彩心理教室（スポット講座） 注目講座

いきいきぷるるん美肌講座（連続講座）いち押し

★Ｔａｋａｔｓｕ色彩心理シリーズ★

★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。
◇2010年1月16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／1月9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〜】
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 または、
◇2010年2月6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月分はお問合せ下さい
／1月30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 または、
◇2010年2月27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
または
・申込入金の締切／12月5日
（土）
／2月20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。
◇2010年3月27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／3月20日
（土）

肌の悩みシミ・シワ・クスミなどあきらめている人は特にご注目下
さい。自分で出来るセルフエステの方法を毎回伝授します。スキ
ンケア（肌ケア）に対する内容が中心の講座となります。
「美肌
ケア」
「リンパとつぼ」
「アロマテラピー」
「メイク術」などを盛り込
んだトータルビューティーな内容は、今回限り。大変お得ないち
押し講座です。
●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テラピー】
◇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／残席があれば3日前まで受付しています。
入金と共にお申込み下さい。

アロマテラピー教室（スポット講座） 人気講座
★Ｔａｋａｔｓｕ自分磨き塾★
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。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。
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
（テーマ精油は 季節に合わせた２種類の精油 を紹介)
◇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】
◇2010年1月23日
（土）
午前の部／11:00〜12:30 午後の部／14:00〜15:30
★アロマテラピーで花粉症対策
【有機ユーカリでつくる鼻スッキリジェルづくり】
◇2010年2月27日
（土）
午前の部／11:00〜12:30 午後の部／14:00〜15:30
★アロマテラピーとアンチエイジング
【ハンガリーウォーターづくり】

参加者
受付中

秘かな
英会話教室（連続講座） ブームで
★Ｔａｋａｔｓｕスキルアップ塾★
注目
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
■ナイトコース 《受講時間／18:45〜20:15》
◇2009年12月3日（木）
◇2009年12月10日（木）
◇2010年1月21日（木）
◇2010年1月28日（木）
◇2010年2月4日（木）
◇体験レッスン／2009年12月3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／
11月末までにお問い合わせ下さい。
お席に余裕がある場合、当日迄受付をしています。

2009.11

vol.53

だより

AUTUMN

忘年会、新年会
年 忘 れ の お 集りを、
新しい 年 の 始まりを
楽しく華 や か に 演 出 いたします 。

お客様の多種多様なニーズにお答えする
ために、各社独自にバリエーション豊か
なメニューを揃えております
当館へ登録しているケータリング会社のご紹介

ダイワフードサービス
DAIWA FOOD SERVICE Co.Ltd,

プリザーブドフラワー教室 人気講座
（スポット講座）
テーマ：クリスマスの
アレンジメント
※プリザーブドフラワーを
たくさん使用して、
スノー
タイプのクリスマスリー
スを作ります。
◇2009年12月5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／11月25日
（水）

ビュッフェパーティーなどの洋食なら
おまかせください。
お客様の予算に合わせたメニューを企画
いたします。

テーマ：お正月の
アレンジメント
※お正月にふさわしく、華や
かなアレンジを作ります。
◇2009年12月26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／12月16日
（水）

TEL
連絡先
FAX

株式会社 テスティパル

※熟成に一ヶ月ほどかかります。出来上がりの一ヶ月後が楽しみですね。

◇2010年3月27日
（土）
午前の部／11:00〜12:30 午後の部／14:00〜15:30
★ペアで行うハンドマッサージ
（お一人様の参加可）
【マッサージオイルづくりとマッサージの方法】
・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／毎月15日

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。〜 あ な たが 変 わる
5Dayセミナー〜は、
ご好評につき、満席となりま
した。次回は春の講座の予定です。

洋食・和食幅広くメニュー提供ができ
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

TEL
連絡先

★ 受講に関するご説明

06-6471-3551
06-6474-7860

○申 込 方 法
○入金について
電話・来館・FAX・メール等で申込をしてください。その後、
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。
ご入金をお済ませください。
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。
入金をもって正式申込受付完了とします。
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
○振 込 先
や、当日の欠席につきましては、返金できません。
三菱東京UFJ銀行 上本町支店 普通預金 106914
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。
口座名義 財団法人 大阪府教育会館
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。

教室の様子などは、Takatsugarden STAFF BLOGでもご紹介中！http://www.takatsu.or.jp/blog/

FAX
ホームページ

06-6764-0151
06-6763-4366

http://www.tastipalg.co.jp/

発行：財団法人大阪府教育会館
〒543-0021

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

