どなた様でも参加できる、
たかつガーデン主催の

!

冬〜春期間のご案内

参加者
受付中

いち押し
★Ｔａｋａｔｓｕ
スキルアップシリーズ★

自分で自分のお金を守る時代。知らないままでは損をする「お金
の知識」。今の時代に必要なライフプランニングや自分自身で判
断して投資できる知識など、お金のプロに学ぶセミナーです。
講師／野村證券(株)ファイナンシャル・アドバイザー

◆2010年1月28日（木） 19：00〜20：30 基本シリーズ③
金融商品って何があるのかな？ 〜お金の付き合い方いろいろ〜
◆2010年2月25日（木） 19：00〜20：30 初 級 者 向 け
投資にも役立つ！ 〜今どきの株主優待・配当の活用術〜
◆2010年3月25日（木） 19：00〜20：30 基本シリーズ④
私に合った賢いライフプランと資産運用の考え方

・定 員／各回先着30名様・予約優先
（スポット講座です。
ご希望の日程を事前にお申込下さい。）
・受講料／1回お一人様 1,000円
（入金は当日お釣りのないようにご用意下さい。）

だより

○お申込は電話・FAX・メールにて承ります。 ○お申込は先着30名様。定員に達し次第受付を終了します。尚、お席に余裕がある場合、当日申込も受付します。
○ご入金は当日です。開催前までに1階フロントにてお済ませください ○お申込のキャンセルは開催の3日前までにご連絡をお願いします。

■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）

vol.54
WINTER

●開講日程・時間
■モーニングコース 《受講時間／10:30〜12:00》 ■ナイトコース 《受講時間／18:45〜20:15》
◇2010年1月15日（金） ◇2010年1月22日（金） ◇2010年2月18日（木） ◇2010年2月25日（木）
◇2010年2月5日（金） ◇2010年2月12日（金） ◇2010年3月4日（木） ◇2010年3月11日（木）
◇2010年2月26日（金）
◇2010年3月25日（木）
◇体験レッスン／2010年1月15日（金）
◇体験レッスン／2010年2月18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／お席に余裕がある場合、当日迄受付をしています。

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)
◇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】
※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

予 告
次回の開催は装いもあらたに、4月24日（土）10：30〜
12：00を予定しています。手作りクラフトは化粧水づくり
を予定しています！人気クラフトですのでお申し込みはお
早めに。
（締切／4月15日です）

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：大人気！コサージュアレンジ
※コサージュだけでなく、
アレンジ次第でお部屋
のインテリアにもなる
お得コサージュづくりを
行います。
◇2010年2月13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／2月3日
（水）
■テーマ：春色アレンジ
※フルーツで春色を表
現しながらプリザー
ブドフラワーもしっ
かり使って心が軽や
かになる春色のアレ
ンジに挑戦！
◇2010年3月13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／3月3日
（水）

職員一同

■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。
◇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 ・申込入金の締切／2月20日
（土）

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）。

新 年 あ け ま しておめで と う ございま す ︒

■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。
◇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／1月30日
（土）

★Ｔａｋａｔｓｕスキルアップ塾★

本 年 も﹁ た かつガーデン﹂をご 愛 顧いた だ き ま す よ う

■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円他一式を含む）
・募集／先着20名様 ・申込入金の締切／1月9日
（土）

英会話教室（連続講座）

2010.1

よろし く お 願い申 し 上 げ ま す ︒

色彩心理教室（スポット講座） 注目講座
★Ｔａｋａｔｓｕ色彩心理シリーズ★

秘かな
ブームで注目
講座

予 告
次回春夏期間の開催は、
★母の日のアレンジメント
◇2010年4月27日
（火） 10:30〜12:00
◇2010年5月8日
（土） 10:30〜12:00
★夏のアレンジメント
◇2010年6月22日
（火） 10:30〜12:00
◇2010年7月10日
（土） 10:30〜12:00
を予定しています。

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
★ 受講に関するご説明

○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。
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
○振 込 先
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
三菱東京UFJ銀行 上本町支店 普通預金 106914
や、当日の欠席につきましては、返金できません。
口座名義 財団法人 大阪府教育会館
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。
申込受付入金の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/

発行：財団法人大阪府教育会館
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