
大 人 講 座 は ２ 講 座 目 以 降 1 , 0 0 0 円 引 き

こ ど も 講 座 は ２ 講 座 目 以 降 受 講 料 半 額 こ ど も 講 座 は ２ 講 座 目 以 降 受 講 料 半 額

こ ど も 講 座 は ２ 講 座 目 以 降 受 講 料 半 額

色彩心理セラピスト押田和子　　他専門講師３名

元ＪＴＢ語学スクール講師

９：４５～１１：００ １１：１５～１２：３０

月額：4,400円 月額：5,000円 月額：4,800円 月額：5,000円 ３/３． 月額：4,400円 月額：4,400円
１１：３０～１２：４５ １３：００～１４：３０ １４：００～１５：３０ １２：１５～１３：４５ ２/１７．

初級 ＮＥＷ入門
第１・３ 水曜日 第１・３ 水曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日 各1,000円 第２・４ 火曜日 第２・４ 火曜日

旅行に役立つイタリア語 　２/１４　２/２８
　２/１５　３/１ ウィルビー外語学院所属講師

初級 中級 ＮＥＷ入門 初級 体験日

月額：4,400円 月額：4,400円 月額：5,000円 月額：4,200円
月額：4,４００円

火曜日の英会話 体験日各1,000円

やさしいフランス語
体験日各1,000円

第１・３金曜
第２・４水曜日 １０：３０～１２：００ １２：１５～１３：３５ １０：００～１１：３０ １２：００～１３：３０ １２：００～１３：３０ １０：３０～１２：００ １３：００～１４：１５

初級 中級 初級
第２・４月曜 第２・４月曜 第２・４ 火曜 第２・４ 火曜 第１・３ 水曜 第１・３金曜

大野　めぐみ
英語の歌 を通し
て、発音やフ
レーズを体得で
きます

中級 初級 初級 伝える日本文化

１４：００～１５：００ 月額：5,000円 月額：4,400円 月額：4,400円

体験日各1,000円 吉川カルチャーだけは振替可能 （水）　２/１５　３/１
ジャズシンガー ２/２２　３/８ 英語・仏語通訳案内士　Shinya Hayasaka ＮＥＷ英語で （金）　２/１７　３/３

歌って学ぶ♪大人の英語     やさしい英会話 体験日 （月）　２/１３　２/２７
各1,000円 （火）　２/１４　２/２８

全６回で認定証授与
月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：2,200円 カラーセラピスト　岡田人篤

第４　月曜日 学びます。
１０：３０～１２：００ １２：１５～１３：４５ １９：３０～２１：００ １０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０ １０：３０～１２：００ １６：４５～１７：４５

中級
第１・３月曜 第１・３月曜 第１・３火曜 第１・３木曜 第１・３木曜 第２・４土曜

体験日各1,000円
各1,000円 （火）　２/２１　３/７ ２/２７　３/１３

韓国語を学びながら、グルメ・ドラマ・旅行の最新情報も満載！
楽しい時間を過ごしましょう

（木）　２/１６　３/２ 色は驚くほど正確に心の状態を映し出してくれ
ます。好きな色、嫌いな色から心の「今」を知
り、最も良い状態へと変えて行くセラピーを

（土）　２/２５　３/１１
入門 初級

語
学

金先生の韓国語 体験日 （月）　２/２０　３/６ 新 カラーセラピスト養成講座

初級 中級 初級

ＴＶ朝日出演　依存症改善カウンセラー　原田成志 ３月２６日（日）１０：３０～１３：３０ ３月２６日（日）１４：３０～１７：３０
第４土曜日１８：３０～２０：３０　　22,800円（全６回分） 9,800円（教材費含む） 9,800円（教材費別途）

「依存からの脱出」の著者、原田先生からタバ
コ、お酒、ギャンブル、糖質、スマホ・ゲームな
ど様々な依存症に対する改善技術を学びま
す。全６回の受講で認定証が授与されます

無料
ハンドエステセラピスト養成講座 耳つぼエステセラピスト養成講座説明会

２/２５．
ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ　school ～Ariel～代表　梶ゆりこ ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ　school ～Ariel～代表　梶ゆりこ

（株）ＡＬＬ　ＥＸＰＥＲＴより認定証授与 （株）ＡＬＬ　ＥＸＰＥＲＴより認定証授与

１０：３０～１５：００　受講料　22,500円（５回分） 認定証授与 月額：4,500円 月額：2,500円 ３/２５（土）スタート　全３回コース

新 依存症改善カウンセラー養成講座 　会場は三郷教室になります

アンガーマネジメントファシリテーター

第３日曜日　４/１６　５/２１　６/１８　７/１６ 　８/２０ （株）ＡＬＬ　ＥＸＰＥＲＴＳより １０：３０～１５：３０ ベストセラー「脳からストレスを消す技術」有田　秀穂 １８：３０～２０：００ 高橋　真理似

アンガーマネジメント各1,000円
全体にバランスよく脳を使う（考える、発想する　感じ
る　体を動かす　目で見るなど）認知症予防のため
のトレーニング法を学びます。４月１６日スタート

ストレスは身体の治癒能力を低め、脳を萎縮させる
万病のもとです。心も身体もストレスがケアできるよ
うにセラピストの基本から応用まで幅広く深く学びま
す。

２/１９． NHK教育TVでも大きく取り上げられたアン
ガーマネジメント。不要にイライラすることなく
人間関係をスムーズにするコツを学びます

３/１９．

月額：2,500円

資
格
・
修
了
証

認知症予防トレーナー養成講座 ストレスケアセラピスト養成講座
体験日 新

「デジタルマインドマップ超入門」著者　金子　正晃　　他 第３　日曜日 全９回の受講で認定証を授与いたします 第４　土曜日

１５：３０～１６：３０ ２/２７． １９：１５～２０：４５ ３/３． １９：１５～２０：４５
３/１８．

月額：2,000円 ３/２７． 月額：2,200円 ４/７．

国内、海外、年間講演１００回
以上の実績があります。鑑定
士、カウンセラー、セラピストを
目指している方にお勧めです

大槻　和美 体験日 潜在意識をコントロー
ルして、なりたい自分
に変われる・気持ちも
安定します

第４　月曜日 各1,000円 第１　金曜日 各1,000円 第３ 土曜日 各1,000円

やさしい心理学 新 運命の原因と結果の法則 新 心理セラピスト養成講座（夜）
文学博士　　岡田　人篤 体験日 心理学をベースに「文字」

「行動」「色彩」「表情」などか
ら、性格や心理を読み取る
方法を学びます。

飯田　隆史 体験日

２/２５．
（税込み・教材費込み） 月額：4,400円 ３/２５． 月額：2,200円 月額：2,200円 ３/２５．

３/１３．
各１０：３０～１６：３０ ドラマ「嫌われる勇気」の題材となったアドラー

心理学を理論と実践で学びます。２日間の受
講で資格が取得できます

第２・４ 土曜日 各1,000円 第２　月曜日 第４ 　土曜日 土
受講料：29,800円 １９：１５～２０：４５

体験日 月
各1,000円 ２/１３．

４/８（土）４/９（日）　 （社）心理技能協会専属講師 互味　叡淳 体験日  ゲシュタルトセラピスト　原田　成志心
理

新 アドラー心理士養成講座 新 心理カウンセラー養成講座 心理療法士養成講座
ＴＶ朝日出演！舞台恐怖
症のダンサーを克服させ
た療法などをワークを通
じて学びます

３/１１． １９：１５～２０：４５ １６：３０～１８：００

１９：１５～２０：３０ ２/２５． １０：１５～１１：４５ ２月２６日（日）１０：１５～１２：１５
月額：4,500円 ３/１１． 月額：2,300円 受講料：3,000円　教材費：1,200円（修了証含む）

氣功師　小林　一夫 氣功を学び病気をはね退け
る訓練を行います。健康はも
ちろんの事、美容にも効果
的です

体験日 ＬＵＣＵ　ＧＥＬインストラクター　ｍａｙｕｍｉ　 初めての方でも、ご自宅で
簡単に、セルフジェルネイル
をお楽しみいただけるように
レッスンします。

１day　入会不要
第２・４　土曜日 各1,000円 第２　木曜日 健康コンサルタント　岡田人篤

新 免疫力を高める氣功教室 新 大人のジェルネイル
体験日各1,000円

３/９　４/１３

１４：１５～１６：００ 資格取得コースは別途認定
料50,000円かかります9,800円（全３回分）教材費3,000円 ４/７． 月額：2,200円 月額：2,500円

体験日各1,000円

健康増進のためのレ
イキ、気功の歴史と実
践を行います。

ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ　school ～Ariel～代表　梶ゆりこ 各1,000円 第２　火曜日 第２　火曜日 ２/１４　３/１４
第１　金曜日１９：１５～２０：４５ ３/３． １２：１５～１３：４５

受講料：4,800円　教材費：1,200円（修了証含む）

美
容

新 トータルボディセラピスト養成講座 究極の健康美容法リンパセラピー 速修～レイキ・気功マスター講座

全３回でハンド・二の腕・リフレを学びます 体験日 桑田　安子 資格取得コース

月額：4,400円 ３/１４． 月額：2,000円 月額：2,000円 月額：2,000円 ２/１５　３/１５

薬剤師　松村　早織
１２：００～１３：３０ ２/２８． １０：３０～１２：００ １９：１５～２０：４５ １０：００～１１：３０ 水曜クラス ２月２６日（日）１３：３０～１５：３０

NEWクラス 手相鑑定士　岡田　人篤 月曜クラス １day　入会不要
第２・４火曜日 各1,000円 第４　月曜日 第４　月曜日 第３　水曜日 ２/２７　３/２７

占
い

新 脅威の的中率子平推命 手相の神秘（ご希望の方のみプロ認定します）
体験日

各1,000円
半田　晴詠 体験日 子平推命は驚異的な的

中率を誇る秘伝の八
字推命です、基本から
丁寧にお教えいたします

効果的なサプリメント
の活用法と、自然食を
総合的に学び、体質
や体調に合わせて食
をコーディネートできる
ようになります。

養成講座
第４　火曜日 先着８名様　限定 第４　月曜日 第３　水曜日

１３：３０～約９０分 残席　３名 １８：００～１９：００ １２：００～１３：３０

各1,000円 水　２/１５　３/１５
畔上　重子 ２月２８日スタート 開運鑑定士　岡田　人篤 幸せをグングン引き寄せる待望の

西洋編占いの新規募集です。ご希
望の方はプロ認定いたします

月額：2,500円　材料費：1,500円 月額：2,000円 月額：2,000円

土クラススタート　３/１８
各/月額：2,100円　教材費：1,000円 黒瀬　香澄 各/月額：2,100円　教材費：1,000円 黒瀬　香澄

房総の太巻き花寿司 幸せを引き寄せる占い教室
体験日 月　　２/２７　３/２７

サプリメント＆自然食マスター

第１　土曜日 水クラススタート　３/１ 第１　水曜日 第１　土曜日 水クラススタート　３/１
１３：３０～約２時間 １３：３０～約２時間 土クラススタート　３/１８ １０：００～約２時間 １０：００～約２時間

グ
ル
メ

基礎から学べるスイーツ作り
美味しいスイーツ作り
の基本を丁寧にお教
えいたします

パン作り１２ヶ月
毎日パンでも飽きない
味をご家庭でできるよ
うに指導しますＮＥＷ水曜クラス 土曜クラス ＮＥＷ水曜クラス 土曜クラス

第１　水曜日

２/１２．
月額：4,000円 ３/３． 月額：4,400円 ３/１． 月額：4,000円 ２/２６． 月額：3,000円 ２/２６．

各1,000円 第２・４　日曜日 各２００円
１３：３０～１４：４５ ２/１７． １９：１５～２０：３０ ２/１５． １０：００～１１：００ ２/１２． １１：１５～１２：１５

体験日 榎本　信行 体験日
第１・３ 金曜日 各1,000円 第１・３ 水曜日 各1,000円 第２・４　日曜日

下堂薗　綾子 体験日 ＳＴＯＴＴピラティス公認インストラクター　今井 沙那恵 体験日 榎本　信行

月額：3,980円 ２/２７．

エイジングケアピラティス 骨盤調整ピラティス フィットネスボクシング キッズボクシング（小学生）

月額：4,000円 ３/７． 月額：3,000円 ２/２８． 月額：4,000円 ２/２８．

第２・４　月曜日 各1,000円
１９：１５～２０：３０ ２/２１． １７：３０～１８：３０ ２/１４． １４：３０～１５：４５ ２/１４． １３：３０～１４：４５ ２/１３．

蓬田　恵子 体験日
第１・３ 火曜日 各1,000円 １６：３０～１７：２０ 各２００円 第２・４火曜日 各1,000円

第２・４　火曜日 体験日 森島　俊江 体験日

月額：6,600円 ２/２３． 月額：（入門）3,780円　（初級）4,000円

ストリートダンス（入門） キッズストリートダンス（園児～） バーアスティエ ヒーリングヨガ

第１・３・４ 木曜日 各1,000円 （入門）９：５０～１０：５０ ２/２２　３/８
（入門）１８：４５～１９：４５  manami １０：３０～１１：４５ ２/１６． （初級）１１：００～１２：１５   プア　ナニカ　イリマ

ハワイアンフラ（木） ハワイアンフラ（水）２/１４　２/２８
ノエラニオマイレ石亀 体験日 第２・４ 水曜日 体験日各1,000円

月額：各　4,000円

ダンススタジオ

こども講座は２講座目以降受講料半額

大人講座は２講座目以降1,000円引き

ダ
ン
ス

ベリーダンス
体験日各1,000円

第２・４ 火曜日

（初級）２０：００～２１：１５ Ayaka

あい☆つん 体験日

レンタル教室のご案内 発表会のお知らせ 会員数ＴＯＰクラスに！
吉川カルチャークラブが会員数
４，０００名様を超え、吉川・越
谷・三郷地域でトップクラスの会
員数になりました！何度も面談を
繰り返して厳選した一流の講師か
ら、出来るだけお得に学べるよう
に工夫をしております。入会金半
額キャンペーン中にぜひお越しく
ださいませ

４月２３日（日）イオンレイクタ
ウンＫＡＺＥのイオンホールで発
表会を行います。ダンス・音楽・
手品など盛りだくさんの内容で
す。入場無料。皆様のご来場お待
ちしております。

教室の風景です

３月２０日（月）まで
先着１００名様限定姉妹店ソレイユカルチャーセン

ターでレンタル教室を始めまし
た、新しいビルの綺麗な教室で
す。（１Ｈ/1,500円～）
ダンススタジオもございます。
詳しくは
（０４８－９５４－８１１８）
までお願いします

10：30～12：30

（株）ＡＬＬ　ＥＸＰＥＲＴＳより

認定証授与

各/月額：2,100円　教材費：1,000円 黒瀬　香澄

（税込み・教材費込み）

ドラマ「嫌われる勇気」の題材となったアドラー心理
学を理論と実践で学びます。２日間の受講で資格が
取得できます

スクール形式

全９回の受講で
認定証を授与いたします

動作術研究家・骨盤おこしトレーナー　中島章夫
ベストセラー「脳からストレスを消す技術」有田　秀穂

新聞でも取り上げられ
た話題の五行歌です。
文字数や季語の制約
はないため作りやすさ
も魅力です

１０：００～１１：４５

写真家 　
斉藤　小弥太
第１　水曜日

体験日各1,000円

第３　日曜日

月額：2,200円

やさしい写真教室

第３日曜日　４/１６　５/２１　６/１８　７/１６ 　８/２０

１０：００～１１：１５

月額：4,400円

１０：３０～１５：００　受講料　22,500円（５回分）

色彩心理セラピスト押田和子　　他専門講師３名

体験日各1,000円
２/１９　３/１９

体験日　各500円

第２　木曜日
１３：００～１４：３０

月額：2,200円

お子様の語学力をグ
ングン伸ばした実績の
ある講師から進学に
困らないように英語力
を鍛えます

３/９　４/１３

造形作家　　澤本　幸子
ＮＥＷ園児・小学生合同クラス
第２　日曜日 第２　日曜日

金子　　哲夫　

４/９　５/１４

のびのび絵画工作教室（日曜クラス）

１０：００～約２時間 １３：３０～約２時間

月額：2,500円

数多くの賞を入選されている講師
から学ぶ、お子様の才能が開花す
る絵画造形教教室です

グングン伸びる！小・中の英語教室

ストレスは身体の治癒能力を低め、脳を萎縮させる万病のもとです。こ
の講座では心も身体もストレスがケアできるようにセラピストの基本か
らリンパセラピー・色彩セラピー・呼吸法・カルテの書き方まで幅広く深
く学びます。自分のためご家族のため、お仕事としても活用できます

４月１６日スタート
受講後は認知症予防トレーナーとして
協会に所属できます（ご希望の方のみ）

五行歌の会同人
月　２/１３　２/２０
金　３/２４　４/７

堀　哲也

免疫力を高める氣功教室

１９：１５～２０：３０

月額：4,500円

谷口　章子

新

体験日　各500円

認知症予防トレーナー養成講座

ＴＶドラマで話題のアドラー心理学を２日で資格取得

新
４/８（土）４/９（日）　
各１０：３０～１６：３０

土クラススタート　３/１８

第１　水曜日 第３　土曜日

各/月額：2,100円　教材費：1,000円

アドラー心理士養成講座

新

１３：３０～約２時間 １３：３０～約２時間

土曜クラス ＮＥＷ水曜クラスＮＥＷ水曜クラス

美味しいスイーツ作り
の基本を丁寧にお教
えいたします

第１　水曜日

新 パン作り１２ヶ月

入会不要　　　　（社）心理技能協会専属講師

黒瀬　香澄

新

第１　土曜日
１０：００～約２時間

４/４　４/１８
楽器の取り扱い
や演奏法、音楽
の基礎を、はじ
めての方に丁寧
に指導致します

張会斌門下生

はじめての二胡

受講料：29,800円

（ご体験は事前にご予約をお願いいたします） 料金は税別表示です

吉川カルチャークラブ048-984-3111 電話受付時間10：00～20：00

ストレスケアのプロを目指すなら　４月生募集

ストレスケアセラピスト養成講座

新

はじめての透明水彩画

古布ちりめんのつるし飾り

体験日各２００円

現在の会員数は　４１２７名様です
満席の講座は掲載されておりません
ご了承くださいませ

水クラススタート　３/１
土クラススタート　３/１８

水クラススタート　３/１

新

新

新 新

４月１日スタート
和工房かぐら専任講師

月額：4,500円

深谷　由紀子

正絹の縮緬、古布などを使い美しい色合
いの愛らしい作品を作ります。針を持つ
のが苦手な方も楽しく作れます

３/２７　４/１０
体験日各1,000円アトリエ・エイチエフ主宰

１０：３０～１５：３０

３０分個人レッスン

第２・４月曜日 透明感のある美しい色合いの表現
が描けるように基本からお教えい
たします

１３：００～１５：００

月額：4,400円

福岡　均

月額：4,200円

ギター教室
フォーク・エレキ・クラシックまでお好きな曲で

ミチギター教室主宰　石川裕一

日本ギター連盟正会員　　平川　三郎

第１・３　木曜日第２・４　火曜日
１０：００～１２：３０ １２：３０～１５：００ １２：４５～１３：４５

第１・３ 火曜日第２・４　火曜日 第１・３ 土曜日
１１：００～１２：３０

月額：４，６００円

グループ

月額：4,800円 月額：4,400円

日本語歌詞で歌うシャンソン
体験日各1,000円

４/１　４/１５

楽譜が読めなくても大丈
夫♪楽しく歌いましょう

シャンソン歌手

水　３/８　４/１２

体験日各1,000円
火　２/１４　２/２８
木　２/１６　３/２

写真

はじめてでも
大丈夫です

月額：1,980円 月額：3,500円 月額：3,500円

第２　水曜日 第２・４　金曜日 第２・４　金曜日

はじめての五行歌

人気 女性のための麻雀教室
体験日

各1,000円

１３：１５～１５：３０ １０：３０～１２：３０ １３：００～１５：００

金　２/２４　３/１０
日本プロ麻雀連盟所属　内山　えみ

小1～小３ 小４～小６ 中学生
第１・２・３月曜 第１・２・３月曜 第１・２・３月曜

１６：４０～１７：３０ １７：３０～１８：３０ １８：３０～１９：３０

月額：4,800円 月額：4,800円 月額：5,400円
ＮＥＷ小１～小２ ＮＥＷ小３～小４ ＮＥＷ小５～小６

毎週金曜日 毎週金曜日 毎週金曜日
１６：１０～１７：００ １７：１０～１８：００ １８：１０～１９：００

月額：6,000円 月額：6,200円 月額：6,400円
１０：００～１１：３０ １２：３０～１４：００

月額：1,800円 月額：1,800円

健康管理士　認知症予防ファシリテーター　柴田　かをる
「デジタルマインドマップ超入門」著者　金子　正晃　

　　　他　認知症予防健康協会専属講師　

氣功師　

新新

体験日各1,000円
３/１　４/５

コツを覚えてキ
レイで楽しい写
真を撮影しましょ
う

厚生労働省は、全国で認知症を患う人の
数が２０２５年には７００万人を超えるとの
数値を発表しました。　高齢者層の5人に
1人は認知症を発症することが見込まれ
ています。また警視庁のデータによると
認知症による行方不明者も年々増加傾
向にあるようです。　この講座では、全体
にバランスよく脳を使う（考える、発想する
感じる　体を動かす　目で見るなど）認知
症予防のためのトレーニング法を学びま
す。

認知症予防トレーナーの決定版　４月生募集　

体験日各1,000円
２/２５　３/１１

氣功を学び病気をは
ね退ける訓練を行いま
す。健康はもちろん、
美容にも効果的です

第２・４　土曜日
小林　一夫

毎日パンでも飽
きない味をご家
庭でできるように
指導します

ｄｂ.cafe講師 ｄｂ.cafe講師

基礎から学べるスイーツ作り

第３　土曜日
土曜クラス

Ayaka manami



日本プロ麻雀連盟所属　内山　えみ

１０：３０～１２：３０ １０：００～１２：００

月額：4,400円 橋立　昇 月額：2,100円 月額：4,400円

本格的なハワイ
アンキルトを基
本から丁寧に、
そして楽しみな
がら作りましょう

２/２３　３/９ 瀬沼　絢子 古積　里江子
第２・４木曜日 日本植物画倶楽部会員 第１　金曜日 第２・４火曜日
１３：３０～１５：３０ ボタニカルアーティスト

体験日各1,000円
３/３　４/７ ２/１４　２/２８

美しい植物画が描ける
ように基礎からやさしく

体験日 折り紙講師 スマップのＴＶ番組で
取り上げられた折り紙
会館の和紙を使用し
た伝統的な折り紙が
学べます

メアリーシーザー

月額：4,４００円 月額：4,４００円

ボタニカルアート 和紙で楽しむ折り紙 体験日各1,000円 ハワイアンキルト

第２・４水曜日
１０：００～１１：００ １２：４５～１４：００ １０：３０～１２：００ お琴はレンタル

できます
１０：３０～１２：３０ １９：１５～２０：４５

月額：4,500円 月額：4,800円 月額：5,000円

グループ ３０分個人 米山　聖子 体験日　1,000円 本田　布由樹・補助　本田　芳樹
第２・４金曜日 第２・４金曜日 第１・３　木曜日 ２/１６　３/２ 第２・４水曜日

新 はじめての能（謡・仕舞）金春流
体験日各1,000円

２/２４　３/１０ ３/２２　４/１２
師範　元四葉会会員　蓼　志津子 沢井琴曲院教師　 金春流教授 初歩のスリ足、発

声からはじめて舞
台に立つ、のも夢
ではありません

月額：3,980円 ケーナ奏者　清水　康之 月額：5,000円 月額：4,800円 ４/２８．

新 三味線と小唄 体験日　1,000円 新 やさしいお琴教室

他社より受講料が安いです
第２・４水曜日 第２・４金曜日 各1,000円

１３：３０～１５：００ １０：３０～１２：００ １９：３０～２０：４５ ４/１４．

イミ・クラヴマガ護身術２/１５　３/１ ４/１２　４/２６
楽譜が読めなくても大丈夫。ケーナを吹いてア
ンデスの風を感じましょう。

小林幸子５０周年記念アルバム収録参加・「名探偵
コナン 工藤新一への挑戦状」参加・氣志團の早乙女
光氏にハーモニカ指導など実績豊富なハーモニカ世
界チャンピオンの講師から、分かり易く、とにかく楽し
く学びます、Ｃ調ならハーモニカの種類は問いません

クラヴマガ・ハガナアツミットインストラクター

大竹　英二 たじみ　もとこ 体験日
第１・３水曜日

はじめてのケーナ 体験日　1,000円 新 たのしいハーモニカ
体験日各1,000円

新

１０：３０～１２：００ １０：１０～１１：３０ １１：５０～１３：１０ １９：２０～２０：４０ ３月４日（土）　１３：００～１５：００
月額：2,200円 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,400円 １day 2,500円　入会不要

玉藏院住職
有坂脩岳（ありさか しゅうがく） はじめての方 夜クラス
第１　火曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日 第１・３水曜日

あの牧伸二の甥っ子から学べる
体験日：受講料各1,000円

山田雅人の舞台・映画・名馬の世界金クラス　 ２/１７　３/３
千葉県佐倉市神門　 ウクレレ教室 夜クラス　 ２/１５　３/１ ひとり芝居でも、漫談でも、落語でもない、聞き手と

一緒に想像の世界を作り上げる「かたり」は、聞き手
の頭の中に映像を浮かび上がらせ、各地で好評を
得ています

１１：３０～１２：３０ １０：００～１１：００ ２/１８． ０４８－９５４－８１１８月額：3,980円 月額：3,980円 　岩橋　るい ３/４．

３/７　４/４ 火
数多あるお経の中で宗派に
関係なく最も日本人に愛され
ている「般若心経」を心静か
に写し書き、読み解きます。
仏様と向き合うことで気持ち
も落ち着き、迷いが消え良い
判断ができます。

北川景子のＣＭで有名になった
ヴィンヤサヨガ　　先着６名様限定

２/２１．
３/７．

第１・３　火曜日 第１・３　土曜日 土

吉川カルチャークラブ　吉川市木売３－１－３　常磐ビル３階　０４８－９８４－３１１１

三郷駅前ソレイユカルチャーセンターのおすすめ講座

入会金が５０％ＯＦＦ（通常５，０００円）

が２，５００円に！（２０１７年３月２０日まで）
※税別表記です

園児・小学生のお子様は
２講座目以降は何講座習っても
全て受講料が半額！
（個人レッスンは除く）

写経と法話 体験日各1,000円
新 はじめてのヴィンヤサヨガ 各1,000円

パチンコ屋さんの隣の白いビルです

日本一お得なカルチャーセンターとして、習い事ＣＯＭ、タウン誌の取材を受けました！
１階は藤田歯科医院です

健康応援割：２講座目以降はエクササイズ系の受講料が半額
無料駐車場完備　詳しくはお問い合わせください

キッズ割：お子様は２講座目以降は受講料が半額
ご体験は事前にご予約をお願いいたします複数受講割：２講座目は1,000円割引、３講座目以降は2,000円割引（3ヶ月分の受講料から）

１５：００～２１：００ １５：００～２１：００ １３：３０～２１：００ １０：００～１８：００

月額：6,000円 月額：6,000円 月額：6,000円 月額：3,400円

月額：6,000円 月額：3,400円
毎週　木曜日 毎週　金曜日 毎週　土曜日 第１・３　日曜日

 ピアノレッスン ピアノ教室各クラス残席わず
かです。体験は無料です
日時はお問合わせください

毎週　月曜日 毎週　火曜日 第１・３　水曜日
１５：３０～２１：００ １３：３０～１８：３０ １５：００～１８：３０

月額：6,000円

１８：００～１９：００ １７：３０～１８：３０

月額：3,800円 ＳＩＬ認定　佐藤昌幸 月額：3,000円 月額：3,000円 月額：3,000円

第２・４　火曜日 受講料は３ヶ月前納制です（一
部講座を除く）別途設備費を月
額200円頂きます。都合により
開講できない場合がございま
す。別途教材費がかかる講座
もございます。入会金は5000
円です。料金はすべて税別表
示です。

１７：３０～１８：３０ １６：１５～１７：１５ 今井　沙那恵 １７：００～１７：５０ １６：３０～１７：２０
１８：３０～１９：３０ １７：３０～１８：３０

受験に勝つ速読術
体験日各２００円

入会と受講のご案内２/２２  ３/８ ダンスインストラクター　あい☆つん
第２・４　水曜日 東大生は速読術に優れ「短時間で情報

収集・処理する能力、学習基礎能力が
高い」事が発表されました。

第１・３　水曜日 ダンスインストラクター 第１・３　火曜日

１８：４０～２０：１０
１６：００～１７：００ １７：２０～１８：２０ ２０：２０～２１：５０

月額：3,000円 月額：3,000円 月額：7,600円

対象年齢：小学生 ２/１５  ３/１ ２/１４  ２/２１ 井上個別塾主宰　井上　浩一
ＮＥＷクラス ２/２８  ３/７ 毎週　木曜日

第１・３　土曜日 第１・３　土曜日

ダンスの基本を学びましょう♪
体験日各２００円 キッズ☆ダンス ストリートダンス２/１８  ３/４

ダンスインストラクター　Ｄ．Ａ． ＣＭ・ＴＶ・ＰＶ・映画など
で大活躍の講師から学
ぶスペシャルなレッスン
♪ダンスが初めてのお子
様でもリズムのとり方か
ら丁寧にお教えいたしま
す。

体験日各２００円 世界大会２位のカリスマ
ス－パーダンサー！ダン
スコンテスト優勝２５回
ＰＶ：１７５Ｒ・ＯＺＭＡ・湘
南乃風等…出演。習わな
きゃ損

体験日各２００円

英会話のプロスクール
月額：4,800円 月額：4,800円 月額：5,400円 月額：6,000円 月額：6,200円 月額：6,400円 ウィルビー英会話専任講師

１６：３０～１７：２０ １７：３０～１８：２０ １８：３０～１９：３０ １６：１０～１７：００ １７：１０～１８：００ １８：１０～１９：００

（小１～小２） （小３～小４） （小５～小６） 英・国・数・学校の補習から受
験の問題まで指導いたしま
す。生徒のスピードに合わせ
たカリキュラムで成績向上を
目指します

第１・２・３月曜 第１・２・３月曜 第１・２・３月曜 毎週金曜日 毎週金曜日 毎週金曜日

読む・書く・話す・聞くの４技術をバ
ランスよく学びます

英語講師　 英語力が人生を大きく左右する時代になりました。進
学・就職で困らないように、英語脳を養います

体験日各２００円
亀田　秋子 ２/１６ 　３/２　・３/９

（小１～小３） （小４～小６） 中学生

小・中学生の英語教室
体験日各２００円 新 小学生の英語教室 無料体験日 個別指導　２/１３　２/２０ 　３/２４　４/７

１７：３０～１８：３０ １４：３０～１５：３０ １７：３０～１８：３０ １７：３０～１８：３０ １７：４０～１８：４０

月額：3,000円 月額：3,000円 月額：3,800円 月額：3,800円 月額：3,800円

第２・４　火曜日 第２・４土曜日 毎週　水曜日 毎週　木曜日 毎週　土曜日
１６：３０～１７：３０ １３：３０～１４：３０ １６：２０～１７：２０ １６：２０～１７：２０ １６：３０～１７：３０

元小学校教諭　書道講師　小山　典子 土　２/２５　３/１１ 森屋珠算塾代表　森屋　初恵　　年長～ 小学生 土　２/１８　２/２５
対象年齢：年長～ 小学生 中学,高校と進学するのに恥

ずかしくない文字の書き方を
基本から丁寧に学びます。
元小学校教諭の講師ならで
はの大人気の講座です

水曜クラス 木曜クラス 土曜クラス 頭の中で透明そろばんがで
きるように、計算能力が飛躍
的に上がるプログラムで指
導いたします。学力・集中力
も向上します

毛筆と硬筆（全クラス満席間近）
体験日各２００円 そろばん・暗算教室 体験日 水　２/１５　２/２２

火　　２/１４　２/２８ 各２００円 木　　２/１６　２/２３

※一部講座を除きます 月額：3,000円 月額：3,600円 月額：3,600円 月額：1,800円 月額：1,800円

料金は
税別表示
です。

２講座目以降受講料 第１・３火曜日 第１・３火曜日 第２・４　木曜日 第２　日曜日
１５：４０～１６：４０ １７：００～１８：３０ １７：００～１８：３０ １０：００～１１：３０

日　４/９　５/１４

半額
（4才～６才） （小学生） （小学生） ＮＥＷ園児・小学生合同クラス

第２　日曜日
１２：３０～１４：００

子
供

のびのび絵画工作教室 体験日　５００円

他では絶対マネできない
火　２/２１　３/７

火・木クラス　造形作家　今井　ちひろ　　 木　２/２３　３/９

こども講座は
日曜クラス　　造形作家　澤本　幸子　

短期間で上達する水彩画

曼荼羅祈り写仏の会講師

リボンレイインストラクターインストラクター

ペーパーデコレーションマスター認定講師

９：００～１３：００
月額：5,000円

１０：３０～１２：３０

月額：2,500円

体験日各1,000円

　　張会斌門下生

歌が１００％上手くなる講座

１５：１０～１６：１０ ２/２０．
各1,000円

体験日
歌の音程が短時間で正確にとれる
講師独自の画期的な方法をお教
えし ます。音痴対策にもなります。
３０分個人レッスン

２/２４　３/１０

元桐朋学園大学付属音教講師 　　中島 伸子

２/２１．

第１・３ 火曜日

（中級）１３：００～１４：１５

（入門）１１：３０～１２：４５

月額：4,400円 ３/７．

第２・４金曜日

ﾊﾜｲﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾜｰﾄﾞ受賞　アネラ
ウクレレレンタルできます

東京マンドリンアンサンブル　田村　恵子

第４　土曜日 （火）　２/２１　３/７

体験日

ハワイアンリボンレイ

体験日
第１ 土曜日

楽器の取り扱いや演
奏法、音楽の基礎を、
はじめての方に丁寧に
指導致します

各500円

３/４．
４/１．

体験日　各1,000円
　声を出すのを楽にしたいなら　ジャズシンガー　大野　めぐみ

渡邉　榮峰 体験日

第２・４ 木曜日

第２　木曜日

体験日　各1,000円

各1,000円
茂木　ゆみ

スタジオサイアム認定講師

文化式婦人服製図士　伊草　晴美

ビーズステッチ認定講師　　ハマダ　ミチコ

趣
味

ぺる先生の手品教室

マジシャンぺる 体験日
第４木曜日 各1,２００円

１９：１５～２０：４５ ２/２３．

月額：5,000円 月額：2,200円 ４/１３．

月額：2,800円 ３/２３． 月額：4,400円 佐藤　昌幸

心に響く短歌教室
月額：1,850円 月額：3,790円

１３：００～１５：００ １０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０ ３/９．
月額：2,500円

第１・３金曜日 第２　木曜日 各1,000円
天象短歌会会長

美しき西洋美術の世界 はじめての五行歌
体験日　各1,000円

第２　金曜日

第２・４ 水曜日
１８：３０～１９：３０
１９：３０～２０：３０

３/１０  ４/１４
日常生活で見落としている心の輝きを痛みを
詩という結晶にするのが短歌です。短歌にあ
なたの心をつないで一緒に輝きましょう。 金子　哲夫

文化式婦人服製図士　伊草　晴美

俳書画美術 交友会講師 日本手芸普及協会講師

日本パステルホープアート協会日本絵手紙協会公認講師

銀粘土技能認定講師

体験日
第４　金曜日 各1,000円

月額：2,200円

月額：1,980円 月額：3,500円 月額：3,500円

水　３/８　４/１２
金　２/２４　３/１０

第２　水曜日 第２・４　金曜日 第２・４　金曜日
１３：１５～１５：３０ １０：３０～１２：３０ １３：００～１５：００

体験日
各1,000円

女性のための麻雀教室

ファンタジックアーティスト

〈財）日本編物手芸協会　

第１・３　月曜日

宮原　勉

第１・３　火曜日

月額：4,000円 月額：2,200円

呼吸法、発声練
習をしながら、物
語･詩・エッセイ
など、いろいろな
作品を朗読しま
す。

新

第１　日曜日
１０：３０～約２時間

月額：2,000円

体験日各1,000円

２/２１　３/７
各1,000円

第４　土曜日
１３：００～１４：３０

こころが届く朗読教室
体験日

１３：００～１４：３０

渡部玲子

体験日各1,000円

はじめての着付け

３/５　４/２
沼尾　真由美

２/１３　３/１３
どんな状況でも焦らず話せるよう
に実践的なトレーニングをします

２/２５　３/２５

ＴＶ朝日出演　セラピスト　原田　成志

１６：５０～１７：５０

第２・４月曜日 各1,000円

１８：００～１９：００ 月額：各2,100円

第２　月曜日 第４ 　土曜日

失敗しない話し方教室

１５：１０～１６：１０

２/２５　３/２５

ＮＰＯ日本朗読文化協会認定講師　　

３/２４．

各1,000円第３　土曜日

歌って学ぶ♪大人の英語

福岡　均 体験日 伊藤　セツ子 体験日 藤野　里美

体験日 川崎　正美 体験日斉藤　小弥太 体験日 小山　典子

月額：2,000円
１０：００～約２時間

第１・３　木曜日 無料見学
第１ 金曜日 各1,000円 １３：００～１５：００ 予約制

３/３．

第１　土曜日 ４月１日スタート

１５：３０～１７：３０ ２/１６．
４/７．

月額：2,500円

２/２４．

深谷　由紀子 月額：2,200円 月額：2,200円 ３/２４．

第３ 金曜日

５/６．

新 フルート30分個人

山中　あゆみ

３/５．

新

１０：３０～１２：３０

　きれいな発声を目指すなら　声楽家　渡部　玲子

第１・３ 火曜日

２/２０　３/６

音
楽 第１・３ 月曜日

シャンソン歌手

カラオケの機械を使
用して、あなたに適し
た発声の仕方、音程を
学びます。

楽譜が読めなくても大
丈夫♪楽しく歌いま
しょう

１０：４５～１１：４５ ２/２０　３/６ １５：００～１６：１５

堀　哲也

ジャズ＆ＰＯＰＳ マンドリン

第1・３　月曜日

ジャズシンガー

１４：３０～１５：３０

１６：０５～１７：４５

月額：各4,000円

大野　めぐみ 体験日

読書のスピードが上がるの
はもちろん記憶力や理解力
を驚異的に高めます、 第１・３ 水曜日

上達のコツを学べるおとな文字（ボールペン・筆ペン）脳が強くなる！速読
体験日各1,000円

２/２２　３/８

１２：４５～１４：１５ １９：１５～２０：３０

はじめての透明水彩画 やさしい絵画教室

第２ 土曜日
１３：００～１５：００ １３：００～１５：００ １３：３０～１５：３０

透明感のある美しい色
合いの表現が描ける
ように基本からお教え
いたします

アトリエ・エイチエフ主宰

１３：３０～１５：３０

体験日　各1,000円
（木）　２/２３　３/９

江森　ケンジ 体験日 　福岡　均 体験日
（土）　３/４　４/１

新
アートデザイナー

各1,000円 第２・４月曜日

月額：2,500円 月額：4,400円 ４/１０． 月額：4,000円
３/１１．
４/８．

第１　土曜日

各1,000円

月額：2,200円

　　　　　画家　岩部　暁明
各1,000円

新 心を贈る絵手紙 パステルアート

３/２７．

１３：１５～約２時間 ２/２４． １０：３０～約２時間 ２/１８． １０：００～約２時間 ３/９．
３/１８． 月額：2,500円 ４/１３．

やさしい写真教室 はじめての俳画 パッチワーク 新 癒しのドールハウス
月額：2,000円月額：4,400円

江森　堅之 体験日
第１　水曜日 各1,000円 第２・４水曜日 各1,000円 第２　木曜日 各1,000円 第２　土曜日 各1,000円

１０：００～１１：４５ ３/１． １０：００～１２：００ ２/２２． １３：００～約２時間 ３/９． １０：００～約２時間 ３/１１．
月額：2,200円 ４/５． 月額：4,000円 ３/８． ４/１３． 月額：2,000円月額：2,000円 ４/８．

大人可愛いペーパーアート はじめての洋裁 着物リフォーム やさしい手編み

柴田　かおる 体験日 第１・３　木曜日 無料見学
第２・４木曜日 予約制

２/２３．
３/９．

１０：００～１２：３０１５：３０～１７：３０ ２/１６．

無料見学笠原　美智子
１３：００～１５：００ 予約制

月額：4,４００円 ３/２． 月額：4,４００円 ３/２． 月額：4,750円

新 古布ちりめんのつるし飾り ビーズアクセサリー 体験日 プリザーブドフラワー

第１ 金曜日 各1,000円
１０：００～約２時間 和工房かぐら専任講師 １０：００～１２：３０ １３：３０～１５：３０ ３/１７． １０：００～約２時間 ３/３．

第４ 金曜日

体験日
第２　月曜日

３/９． １３：３０～約２時間

月額：2,200円

第１ 日曜日 各1,000円 各1,000円

月額：2,000円

体験日

大人のジェルネイル 世界にひとつシルバーアクセサリー フルーツ＆ソープカービング

　ｍａｙｕｍｉ　 体験日 召田　幸恵

月額：2,300円 ４/１３． 月額：2,000円 ４/２． ３/１３．
２/１３．１０：１５～１１：４５

第２　木曜日 各1,000円

（土）　２/１８　３/１８
体験日各1,000円 第２・４　水曜日 第３　土曜日

ボイストレーニング和泉先生クラス ボイストレーニング渡部先生クラス ボイストレーニング大野先生クラス

ソプラノ歌手　和泉　聡子
（水）　２/２２　３/８

月額：2,100円
１１：３０～１２：３０ （土）２/２５　３/２５ １２：５０～１３：５０ １３：１５～１４：１５

各1,000円 第２・４水曜日第１・３ 土曜日

月額：4,000円 月額：4,000円 月額：2,100円 月額：4,000円

新 日本語歌詞で歌うシャンソン

１４：００～１５：００

月額：４，６００円 ４/１５． 月額：4,４００円

音楽知識は不要。歌う
ことが大好き！という
気持ちだけで御参加く
ださい４/１．

月額：２，３００円

体験日 堀　哲也
第１ 土曜日

体験日各1,000円 有延　千尋 谷口　章子 体験日

元プロ歌手から学ぶカラオケ教室 新 はじめての二胡
体験日各1,000円

２/２０　３/６1２：１５～１３：５５

４/４．
１８：００～１９：３０

第２・４　火曜日第１・３　木曜日
３０分個人レッスン

1４：１０～１５：５０

グループ

有延　千尋

やさしいオカリナ

第１・３　月曜日 第１・３ 火曜日音符が苦手な方も大丈
夫。楽譜の読み方からお
教え致します。

小林“LION”潔

１２：１５～１５：００ １０：００～１１：１５

スチールギター
月額：5,000円 月額：4,400円

第１・３月曜日 体験日

４/１８．

各1,000円（初級）１４：１５～１５：４５ １４：００～１５：００
第２・４ 月曜日 体験日

（入門）１６：００～１７：３０ ２/１３．
３/６． 月額：4,400円

グループレッスン 体験日
第３　土曜日 各1,000円 各1,000円

火　２/１４　２/２８
月額：4,400円

２/１８． １０：００～１１：３０ ２/２０．

夜：　乙坂　紫玉
午後：　小山典子

（夜）２/１５　３/１
MEW水曜クラス 夜クラス

体験日　各1,000円
（午後）　２/２２　３/２２

第４　水曜日

１０：００～１２：３０ １２：３０～１５：００

月額：4,800円

第２・４　火曜日

月額：4,200円

ハワイアンウクレレと歌新 木　２/１６　３/２
体験日

各1,000円

３/６．

シャンソン歌手

体験日　各1,000円

２/１７  ３/３

各1,000円

２/２７．

体験日
五行歌の会　同人

１２：４５～１３：４５

ギター教室

絵
画

４/１０．

放送大学講師ＳＡＢＡ彩子

体験日各1,000円
　２/２２　３/８

英語の歌 を通して、発
音やフレーズを体得で
きます

ジャズシンガー
大野　めぐみ

月額：4,000円

映像を用いて西洋美術の基礎知識や様々な
芸術家、戦争や大事件と社会を担った人々の
人生、背景から西洋の歴史を深読みします

　　　フルート奏者

日本ギター連盟正会員　　平川　三郎

１３：００～１５：００

創
作

１３：３０～１５：００

日本・世界のポピュラー名曲

各1,000円
１１：００～１２：３０ ４/１．

新 はじめてのパステル
アトリエ・エイチエフ主宰

３/２７．

月額：4,400円

月額：2,100円 ３/１８．

森　みさこ

ミチギター教室主宰　石川裕一
フォーク・エレキ・クラシックまでお好きな曲が
弾けるようになりますギターレンタルできます

心が落着くやさしい仏画

写真家 　

ＬＵＣＵ　ＧＥＬインストラクター

２/１７．正絹の縮緬、古布など
を使い美しい色合いの
愛らしい作品を作りま
す

体験日柴田　かおる

４/７．

各1,000円

南口から徒歩３分


