～本格的な音楽をより身近に～
定員 200名

一流の音楽を楽しめる，
アットホームな演奏会です。

楽しい雰囲気の中でしっかりと基礎から学べる実技の講座です。皆様でお誘いあわせてご参加ください。

入場料 1,200円(小・中学生は800円) ※税込価格

会場 京都アスニー４階 ホール 完全予約制 ご予約・お問い合わせはＴＥ
Ｌ.０７５-８１２-７２２２

※開催前日までにご予約ください

※当日席はありません。入場料は当日13時より会場の受付にてお支払いください。キャンセルの際は開催前日までにご連絡をお願いします。
※チケットの事前販売はいたしません。 ※各種招待券をお持ちの方も必ず事前にご予約ください。
※今後の状況に応じて変更・中止となる可能性があります。
※親子でお越しの方，
障害のある方，
まなびすと会員の方には割引制度があります。詳しくは広報チラシをご覧ください。

1月15日
（土）
14：00開演

新春コンサート京響木管五重奏＆ピアノ

～ザ・リベンジ 二年越しの目覚め～

フルート：上野博昭 オーボエ：高山郁子 クラリネット：玄宗哲 ファゴット：中野陽一朗 ホルン：垣本昌芳 ピアノ：松井萌
エリック・エワイゼン：バラード，
パストラーレ，
ダンスよりバラード
ミヨー：木管五重奏のための
「ルネ王の暖炉」Op.205 プーランク：ピアノと木管五重奏の為の六重奏曲 他

2月5日
（土）
14：00開演

14：00開演

礼法・くらし

簡単和裁と小物

華麗なる金管五重奏

～くらしの中に活きるきもの～
にっぽん着デザイン研究所代表

横山 ちとえ
助教

上畑 佳子
加藤 まさみ

裏千家茶道
裏千家教授

裏千家教授
裏千家准教授

声楽の愉しみ ソプラノとバリトンによる名曲コンサート～春の喜び～

ソプラノ：西側真理子 バリトン：西尾岳史 ピアノ：片桐えみ
ヴェルディ：勝ちて帰れ
「アイーダ」 ビゼー：闘牛士の歌
「カルメン」 ヴェルディ：ヴィオレッタとジェルモンの二重唱
「椿姫」 他

上田 宗壽
鈴木 宗博
鈴木 宗知

市田ひろみ着付教室・日本和装師会
理事

【安全・安心のコンサート開催のために】

1/7～3/25

※2/11,3/18は休講
金曜日 全10回 13：30 ～ 16：00
①入門コース（初心者向け）

和裁の基礎からゆかたをわかりやすく指導
※10回の講座中に完成できないこともあります。

②一般コース（経験者向け）
袷長着

1/13 ～ 3/17

着付け

理事

受講料：
【和裁】①10,480円
（税込）

【和裁】

助教

トランペット：早坂宏明／ハラルド・ナエス ホルン：垣本昌芳 トロンボーン：岡本哲 テューバ：北畠真司
レナード・バーンスタイン（ジャック・ゲイル編曲）：ウエストサイド ストーリー
鈴木英史：フォスター・ラプソディ 飯吉高：日本の四季 他

3月12日
（土）

開催日の1週間前までにご予約ください。受講料は開講日にお支払いください。当日受付の記載がないものは受講料を一括でお支払いいただく講座
です。受講料の返金はできません。見学をご希望の方は,事前に京都アスニー 2階事業係までお尋ねください。また,申込者が少ない場合は開講しな
いこともあります。あらかじめご了承ください。各講座の第2日目以降からのご参加も可能です。ただし,受講料は一括でお支払いいただきます。
➡新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止に係るご案内の詳細はp１をご覧ください。

木村 節子
河野 美子

⃝場内の換気にご理解ご協力をお願いいたします ⃝座席の間隔をあけて実施いたします ⃝マスクを着用されない方はご入場いただけません
➡新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止に係るご案内の詳細はp１をご覧ください。

※お点前は各服点で行います。

1/20 ～ 3/24

受講料：10,480円
（税込）

②午後コース（指導／上田 宗壽）
木曜日 全10回 13：30 ～ 15：30

木曜日

全10回

18：30 ～ 20：30

初めての方も，以前着付け教室に通っていた方
も，大 歓 迎 で す。道 具 類 は 使 い ま せ ん。着 物 の
TPOも分かりやすく説明しています。初日は筆
記用具のみご持参ください。
※着 物・帯の販売は一切いたしませんので安心
してご受講ください。

定
 員に余裕がある場合は,経験のある方のみ1回につき
1,570円（税込）で受付も行います。開講1週間前まで
にご予約ください。

定 員：25名（女性のみ）
持参品：筆 記用具,着物一式（足袋・裾よけ・肌襦袢・腰紐3
本・伊達締1本・帯下締1本・襟芯1本・長襦袢・着物
・なごや帯または袋なごや帯・袋帯・半巾帯・帯枕・
帯揚げ・帯締・前板・綿ゴム20cm）

趣味

百人一首を楽しむ
「講座と体験」

京都百人一首・かるた研究会代表

河田 久章

フラワー
アレンジメント

花芸安達流専任教授

川本

囲碁

陽曈

日本棋院京都本部長

藤山 和登

皆様のご来場をお待ち申し上げます

（五十音順）

講座 1
 /8・22・29,2/12・19・26,

3/12・26

土曜日 全8回 10：00～12：00

楽しむ体験
「かるた」
1/8・22,2/12・19,3/12・26
「投扇興」
1/29（教材費 300円）
「香」 2/26（教材費 300円）

1/12・26,2/2・16,3/2・16
水曜日

全6回

13：30 ～ 16：00

1/12 季節の花テーブル
1/26 多肉植物のリース
2/2   バレンタインデーギフト
2/16 箱庭アレンジメント
3/2   ドライフラワーとプリザーブドフラワーを使って
3/16  春への寄せ植え
①入門コース（指導／藤山 和登）

日本棋院京都府師範・日本棋院京都府公認審判員
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受講料：12,570円
（税込）

教材費：3,500円程度（お茶・お菓子）
定 員：各25名
持参品：①袱紗などお持ちの方は,ご持参ください。
②袱 紗,扇子,懐紙,菓子切 以上初日に販売あり,
替ソックス（替たび）

①午前コース（指導／鈴木 宗博,鈴木 宗知）
木曜日 全10回 10：00 ～ 12：00

※図書館ロビーコンサート本のもりの小さな音楽会は，
当面の間中止いたします。

～アスニーコンサートは多くの企業・団体のご協賛により開催しています～

  ②13,620円
（税込）

テキスト：3,500円程度
定 員：①②各20名
持参品：
【①②共通】

運針用布,縫い糸,縫い針,待針,裁断バ
サミ,糸切りバサミ,へら,指貫,ものさし
（10 ～ 20
㎝）など
①ゆかた用生地一反
②着尺地,八掛地,胴裏地

山口 哲洋

1/17～3/28
月曜日

全10回

※3/21は休講
10：00 ～ 12：00

②一般コース（指導／山口

1/7～3/25
金曜日

哲洋）

（税込）
受講料：8,380円

テキスト：
「百人一首を楽しむ・読本」 河田久章 著
定価：1,210円
（税込）
定 員：22名
持参品：筆記用具（サインペン5色以上が望ましい）
（税込）
受講料：6,290円

教材費：7,200円（6回分・お花等）
定員に余裕のある場合は,1回につき受講料1,570
円（税込）・教材費1,200円で受付も行います。開
講2週間前までにご予約ください。
定 員：30名
持参品：花バサミ,筆記用具,持ち帰り用袋
※内容は変更する場合があります。

（税込）
受講料：12,570円

定 員：各30名
持参品：赤と黒2種類の筆記用具,フェイスシールド
※対局はフェイスシールドを着用して行います。

※2/11,3/18は休講
全10回 10：00 ～ 12：00
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