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「早く・楽に・着くずれしない」
美しい着付と美しいマナーを
歴史のある教室で学ぼう
　「京都きもの学院京都本校」は、創業51年
の歴史を持つ着物専門校で、平安時代から
続く貴族の衣装を早く、楽に、着くずれしない
ように美しく着付ける「衣紋道（えもんどう）」を
取り入れている。この衣紋道の技術によって、
仕上がりの美しさはもちろん、立ち居振る舞い
の美しさも身につく。同学院には、初心者向け
の「きもの入門コース」とワンランク上を目指す

「着付師コース」があり、全国で通用する着付
免許の取得も可能。「自宅で眠っている着物
を活用したい」「成人式や入学式を着物姿で
祝いたい」幅広い世代が気軽に通える西宮
校では、ミニきものショー＆体験会(無料)を開
催。あなたも同学院で、着物と洋服、両方を着
こなせる素敵な女性を目指してみては？

「きもの入門コース」
では前期3ヵ月で浴
衣と着物が、後期3ヵ
月ではコーディネート
などの着物の知識が
学べ、フォーマル着
物が着られるように
なるそう。

「 着 付 師コー
ス」では、古来
からの 紐を使
った 着 付と、
伝統的な帯結
びと創 作 帯を
マスター。１年
後には資格が取得でき、卒業生はプロの着付師として多
数活躍中。お仕事紹介もあるそう！

　入門コースで着たかっ
たおばあちゃんの着物を着られるようになりました。
洋服の他に着物という選択肢も増え、今では気軽
に着物でお出かけしています。　　30代 美紀さん

　娘の成人式に振袖を着せたいと思い、着付師コ
ースに通いました。無事、着せることができ、現在で
は着付けの仕事をし、生きがいを感じています。　
　　　　　　　　　　　　　50代　美里さん

ミニきものショー＆体験会(無料)を開催
●日時／9月19日（月） 
　13時半～15時半　きもの入門コース
　16時～18時　着付師コース
●場所／エビ－タの森　5階　D教室
●申し込み方法／「京都きもの学院京都本校」へ
　電話かメールで予約 075-254-8877(9時～18時）
　yuki.kimono@coral.ocn.ne.jp　※気軽に申込みを！

西宮市甲風園1丁目8-11
エビータの森　1階サロン
受／9時～18時

2075-254-8877
(京都きもの学院京都本校）
http://www.kyoto-kimono-g.jp/

京都きもの学院京都本校 
西宮校

自分で着物を着たい
きもの入門コース(12回）

特 　 典  
「シティライフを見た」で
● 入学者全員に着物もしくは着
付便利グッズをプレゼント
● 月謝 3か月分合計＋入学金
・・・・・19,980円→10,800円

（9月末までに入学申込みの方）
さらに、説明会当日に
入学申し込みをされた方は
10,800円→9,800円

● 10月3日（月）開講　　
　毎週月曜 月4回（祝日は振替）
　10時～12時
● 入学金 ・・・5,400円
※月謝は下記特典を参照

着 付けのプロを目指す
着 付 師コース (12回）

特 　 典  

説明会当日に入学申し込みを
された方
● 入学者全員に誰でも簡単に
　帯結びが出来る魔法の便利
　グッズプレゼント
● 入学金5,400円→無料

● 10月3日（月）開講　｠｠ 
　第1・3月曜 月2回（祝日は振替）
　13時半～15時半

（年内開講日 10/3・17、11/7・21、
 12/5・19）
● 入学金・・・5,400円
● 月謝・・・5,940円
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着物ってかっこいい！！

着付の技術だけでなく、美しいマナーも学べて女子力アップ！イベ
ントごとはもちろん、気軽に着物でお出かけしよう。

忙しい主婦必見、この秋こそ
新たに英会話をはじめよう
　同スクールの講師陣は、笑顔を絶やさず、受講者
に寄り添いながら親切・丁寧に指導してくれると好
評。受講者が自ら気兼ねなく質問できるのも、1対1
のレッスンならでは。集団では恥ずかしいという人で
も安心だ。日本人スタッフがしっかりレッスンをフォロ
ーしてくれるので、英会話初心者の人でも大丈夫！

無料体験レッスン申込み時にスクール責任者が直接カウン
セリングを行い、適切な講師を選んでくれるところも頼もしい。

「シティライフを見た」で
● 体験レッスン（30分）・・・・無料

（9月末まで・新規の方のみ・要予約）
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マンツーマン英会話

集中してレッスン！

マンツーマン英会話 I-MAKE〈アイ-メイク〉

神戸三宮校 神戸市中央区北野町
4-8-3-103

アイメイク　英会話　で検索
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アメリカ西海岸にぜひ行ってほしい
気さくな人柄で人気のディーン先生はアメリカ西海岸出身。年に3
回しか雨が降らず、青空が広がる明るい風土のように、その街の人

達も明るい人が多いとか。「ハンバーガーならカリフォ
ルニア発の「In-N-Out(イン・アンド・アウト)」が段違い！
本場の炭火焼バーガーを絶対に食べてほしい！他にも
西海岸の穴場も教えますので気軽に聞いてください！」

※これ以上の別途費用なし
　レッスン料：2，580円～/60分

入会金（初回のみ）
月会費
レッスン料
　　　計

9,990円
3,240円
3,240円

16,470円

初回お支払い例

始めたきっかけ 　いつか海外旅行をツアーではなく、
ホテルのチェックインや飛行機の手

配、移動計画など「日本を出て帰って来るまで全部一人
でやってみたい！」と思い立ち、英語を習いはじめました。
自分の弱点などもしっかり見てもらえるので、マンツーマ
ンにして良かったです！

（30代 Sさん）

夏の疲れはピラティスで
心も身体もリセット
　リハビリから発展した「ピラティス」は体幹を
鍛えしなやかな筋肉を作り、美しいボディメイク
が叶う。体幹を意識し骨盤を動かすことによっ
て、体を正しく使い全身の不調が改善され日常
生活が楽に！日頃意識しづらいインナーマッスル
も鍛えられるトレーニングで、レッスン前後の姿
勢や体の違いを実感できる。心地よい疲労感
をぜひ体験して。

マットトレーニングはもちろん、器具やマシンが揃う同スタジオ。20
代～80代まで幅広い世代、男女が通っている。

▶より効率よくトレーニ
ングできるマシン「リフォ
ーマー」を導入。短時間
集中でトレーニング効
果を引き出す。

◀スタジオは4月OPENでキレ
イ！ビル5階なので人目を気にせ
ず集中できる。

　ピラティスを始めて自分の身体と向き合う意
識が高まりました。リフォーマーでは身体の使え
ない部分が自覚でき励みになります。少しずつ
姿勢も良くなり、思いがけず体重も4㎏減りまし
た。しなやかな身体を目指して続けます。　　 
　　　　　　　　　　　　　　  50代主婦

　出産後、体型が気になりながらも、なかなか運
動をする機会がなく、約２年。そんな時にピラティ
スに出会いました。スタジオには子供も一緒に
連れて行けるということがなので、安心してトレー
ニングができます。これなら続けて行けそうです。
　　　　　　　　　　　　　　  ３０代主婦

神戸市灘区岩屋北町
4丁目3-16-5F
営／10時～20時　月曜定休　

2078-871-0026
http://merciosaka.com/sol_brillante.html

SOL BRILLANTE
〈ソル ブリリアンテ〉 
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9月10日（土）　11時～12時
「モーニングストレッチ」　　
内容：ストレッチを中心としたピラティス
要予約　参加費：2,000円　定員：5名

ピラティス

始めたきっかけ

姿勢をキレイに！
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神戸　ピラティス　ソルブリリアンテ　で検索

「シティライフを見た」で
● プライベートレッスン通常60分・・・・・・7,000円→4,000円
グループレッスン通常60分・・・・・・・・・・・・3,500円→2,000円
入会金なし　　(9月末まで・新規の方)

募集の増
える秋こそチャンス！

P.12からの続き




