
認定講師　　　蓬田　恵子

月額：6,000円 月額：3,000円

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

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

キッズ割：お子様は２講座目以降は受講料が半額 無料駐車場を完備しています。詳しくはお問い合わせください。


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）
亀有

信用金庫

１８：３０～１９：３０ １９：３０～２０：３０ １１：００～１２：００
ＴＶ放送もされました！

月額：大人4,400円 （小学生以下は月額3,800円）

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！

第２・４　水曜日 ＮＥＷ　夜クラス 日曜日クラス
カルチャーセンターです

１７：３０～１８：３０ 第２・４　水曜日 第２・４　日曜日

こども講座は２講座目以降
月額：4,000円 ３/１６．

半額になる、業界で話題の
水曜日クラス 振替可能　　ＳＩＬ認定講師

スーパー速読術 （水）　１２/２３　１/１３ １６：３０～１７：３０ 第２・４土曜日 １９：１５～２０：４５

（日）　１２/１３　１２/２７ １７：３０～１８：３０ １３：３０～１４：３０ 学生料金

能力が目覚める 体験：こども無料　大人1,000円 第２・４　火曜日 ＮＥＷクラス 第４　木曜日

１２/２４  １/２８
月額：3,400円 対象年齢：年長～ 小学生 「笑っていいとも」「メレン

ゲの気持ち」などに出演
の先生から楽しく教わり
ます。

東大生は速読力が高く「短時間で情報収集・処理する能
力に優れ、学習基礎能力が高い」と調査結果が出ていま
す。速読で脳力を鍛えます。

月額：3,000円 月額：3,000円 月額：1,980円

毎週月曜日 第１・３　火曜日 第１・３　日曜日 元小学校教諭　書道講師　小山　典子
中学生からの手品教室 体験日　各500円

１６：００～１８：３０ １２：３０～１８：００ １０：００～１７：３０

各クラスは残席わずかです １７：３０～１８：３０ １６：３０～１７：３０

月曜クラス 火曜クラス ＮＥＷ日曜クラス 月額：3,800円 月額：3,800円

無料 (火）１２/１５　１/１９ 木曜クラス 土曜クラス
(日）１２/２０　１/１７ 毎週　木曜日 毎週　土曜日

（木）１２/１７　１２/２４　１/７
土曜日クラス 年長～ 小学生 無料 （土）　１２/１９　１２/２６　１/９

体験日 (月）１２/１４・２１ １/９　１/２３ 常見珠算学院代表　常見　明

 ピアノレッスン 毛筆と硬筆 無料体験日
ほめて伸ばす そろばん教室火曜日クラス

（３０分個人） 火曜日クラスがほぼ満席になり、新しいクラス
が出来ました。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。先着１０名限定

１２/２２　１/１２ 対象年齢 体験日

井上個別塾主宰
月額：4,800円 月額：4,800円 月額：3,000円 月額：3,600円 ○９：４０～１１：００ ○１１：１０～１２：３０ 井上　浩一

１６：４０～１７：３０ １７：４０～１８：４０ １５：４０～１６：４０ １７：００～１８：３０ １/１４． 毎週　土曜日　月額：7,600円

小学生
第１・２・３金曜 第１・２・３金曜 第１・３火曜日 第２・４木曜日 １２/２４．

英語講師　亀田　秋子 １２/１５． 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

造形作家　今井　ちひろ １/１９．
（小１～小３） （小４～小６） （4才～６才） ＮＥＷ（小学生）

（小４～中学生）１８：００～１９：００

小学生の英語教室 体験日　各500円 絵画工作教室 　体験日　無料 個別指導(後席１名）
無料体験日

１２/１８  １/８ 4～6才 １２/１９ ・２６

月額：3,000円 １/１９．
１６：００～１７：００ １７：２０～１８：２０ １７：３０～１８：３０ ダンスインストラクター １/６． （園児～小３）１７：００～１７：５０

料金は
税別表示
です。

第１・３　土曜日 第１・３　土曜日 １６：１５～１７：１５ 対象年齢：４才～ １２/１６．

月額：3,000円 月額：3,000円 月額：3,000円 今井 沙那恵

体験日 ダンスインストラクターあい☆つん 無料
ＮＥＷクラス 第１・３　水曜日 無料 第１・３　火曜日 １２/１５．

子
供

ダンスの基本を学びましょう♪
無料体験日

ＫＩＤS☆DANCE ストリートダンス１２/１９  １/１６
ダンスインストラクター　Ｄ．Ａ． TV・CM・映画など多数出演の講師か

ら元気に学べます
体験日

対象年齢：小学生

月額：3,980円 月額：4,000円 月額：4,000円 月額：4,400円
１３：３０～１４：４５ ２０：１５～２１：１５ １３：３０～１４：４５ １９：１５～２０：３０

IYCキレイになるヨガインストラクター FTPマットピラティスインストラクター

ヨガインストラクタ-　　yuu 下堂薗　綾子 ピラティスインストラクター　今井 沙那恵

第２・４　月曜日 第２・４ 水曜日 第１・３ 金曜日 第１・３ 水曜日

骨盤調整ピラティス
体験日　各1,000円

１２/１４ １/１１ １２/１７  １２/２３ ピラティス １２/１８  １/１５ １２/１６　１/６

YOGA
ピラティスの効果で、肩こり・腰痛・骨盤のゆがみを
正常な状態へと戻します。

ヒーリングヨガ
体験日　各1,000円

ビューティフル
体験日　各1,000円 　　　　エイジングケア 体験日　各1,000円

１９：１５～２０：３０ １０：００～１１：００ １２：４５～１３：４５ フライ級１位 １６：００～１７：１５

月額：4,000円 月額：4,000円 月額：4,000円 榎本　信行 月額：4,000円

午後クラス １/２４． 第２・４　火曜日
第１・３ 火曜日 あい☆つん 第２・４　日曜日 第２・４　日曜日 ボクシング元日本 １４：３０～１５：４５

体験日　各1,000円 内藤大助選手との試合で観客を魅了した講師から
学べるスペシャルなレッスンです

１２/１３． バーアスティエ協会公認講師

１２/１５  １/１９ １/１０． 　森島　俊江

ダンスインストラクター 午前クラス

ストリートダンス（入門） フィットネスボクシング
体験日 バーアスティエ

体験日　各1,000円

各1,000円 １２/２２  １/１２

１０：３０～１２：００

月額：6,600円 月額：3,780円 月額：4,000円 月額：5,000円
１０：３０～１１：４５ １/７． ９：５０～１０：５０ １１：００～１２：１５ １/２７．

ＳＡＢＡ彩子
第１・３・４ 木曜日 １２/２４． 第２・４ 水曜日 第２・４ 水曜日 １/１３． 第１・３金曜日

１２/１７． 入門クラス 初級クラス １２/２３．

マイレ本間フラ・スクール講師 体験日   プア　ナニカ　イリマＨａｌａｕ   主宰   体験日 ＯＵ講師
ノエラニ　オ　マイレ石亀 各1,000円   プア　ナニカ　イリマ 各1,000円 放送大学講師

（初級）２０：００～２１：１５ 月額：4,000円 渡部　玲子

エンジョイハワイアンフラ 基礎から学べるハワイアンフラ 首都大学東京

月額：4,000円 　　Ayaka １/１２． 第１・３ 火曜日
（入門）１８：４５～１９：４５ １/２６． １３：００～１４：３０ NPO 日本朗読文化協会　専任講師

山田　雅人
１２/１５  １/１９ 美しき西洋美術の世界

基本から丁寧にお教えいたします♪

体験日 文学の世界を通じて、呼吸法、発声練習をします。深

い呼吸は脳を活性化します各1,000円 体験日　各1,000円 １２/１８  １/１５
第２・４火曜日

ダ
ン
ス

エ

ク

サ

サ

イ

ズ

ベリーダンス やさしい朗読
体験日　各1,000円 月額：2,500円

Studio Nazar所属 １２/２２． 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、また彼らの生きた背景から西洋の歴史
を深読みします

料金は
税別表示
です。

吉川カルチャー専属講師
月額：2,500円 宮原　勉 月額：3,500円 １３：３０～１５：３０ タレント・俳優

１/８．
１/２２．

第２　金曜日 第２・４　金曜日 金曜夜クラスだけは
女性も男性も受講できます

入会不要　単発受講可
１３：００～１５：００ 天象短歌会会長 １９：１５～２１：１５ 第１　土曜日

新規ご入会のかた
先着１００名様、
3,000円の商品券
プレゼント、
入会するなら今が
チャンス！

心に響く短歌教室
体験日　各1,000円

お勤め帰りの麻雀教室 体験日
１/８  ２/１２ 各1,000円

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。

はじめての方も経験のある方も、グループを分けて
レッスンいたしますので安心して学べます。

１２/２５．

月額：2,800円 魔法使い　ぺる 月額：1,980円 月額：3,500円 月額：3,500円 １/８．
１９：１５～２０：４５ マジシャン・タレント １３：１５～１５：３０ １1：４５～１３：４５ １４：１５～１６：１５ １２/２５．

２/１０．
第４木曜日 １/２８． 第２　水曜日 第２・４　金曜日 第２・４　金曜日 金クラス

映画・名馬・舞台の世界各1,200円 内山　えみ 　　　女性限定のクラスです １/１３．

「笑っていいとも」「メレンゲの気
持ち」などに出演の先生から楽
しく教わります。

体験日 日本プロ麻雀連盟所属　 振替可能 水クラス

１２/２４． 水クラス 　金曜日クラス 　金曜日クラス

ぺる先生の手品教室 女性のための麻雀教室
体験日

山田雅人の各1,000円

ストレスケアセラピスト養成講座

セラピストの基本からトータルボディセラピー・
色彩セラピー・呼吸法・カルテの書き方まで幅
広く深く学びます全９回の受講で認定証を授
与いたします

月額：2,200円

アドラー心理学とは、ビリギャルを合格に導いた塾講師が
用いた心理学です。また先日放映された精神科医の人気
ドラマでもアプローチされた心理学です。人生を好転させ
るための対処法をワークを通して「実感」「体感」していきま
す。６回の受講で修了証を授与いたします

月額：3,780円 月額：4,000円

基本から優しくお教えいたします♪

第２・４　金曜日

Office sunny-spot 代表　大野　美樹

話題のアドラー心理学

数秘マインドシステムプロ養成講座

１月３１日（日）１３：３０～１７：３０
受講料：８，０００円　教材費：1,250円(修了証代含む）

数秘プロフェッサー　岡田　人篤 １day

対面鑑定やメール鑑定で、驚異的な威
力を発揮する数秘術を習得します。プロ
が使う本格的な数秘術(バビロニア、ピタ
ゴラス、カバラ、インド)が学べる講座で
す。

（金）１２/２５　１/８

　金曜日クラス

振替可能
吉川カルチャーだけは

　金曜日クラス

水クラス
第２　水曜日

講師　内山　えみ

１４：１５～１６：１５

月額：3,500円

１３：１５～１５：３０

月額：1,980円

第２・４　金曜日第３　土曜日
１３：３０～約２時間

キャリアデベロップメントアドバイザー
全米NLPマスタープラクティショナーコース修了

日常会話で使える英会話から、海外旅
行で使える英会話までマスターします。

１１：００～１２：１５

初級クラス ＮＥＷ入門クラス
第２・４ 火曜日 第２・４ 火曜日 オ－ストリア私立シューベルト音楽院

月額：4,400円 月額：4,400円
体験日各1,000円

ＮＥＷ水曜クラス

ＫＩＤS☆DANCE

１２/２２　１/１２
　　　　シニアのための

ウィルビー外語学院専属講師

第１・３水曜日

１２/１６　１/６

１７：３０～１８：３０

１２/１９　１/１６

ウィーン私立プライナー音楽院卒業

お子様から大人の方まで経験問わず弾
きたい曲が弾けるようにレッスンいたしま
す。優しくお教えいたしますのでお気軽
にお越しください。３０分個人レッスン

第１・３　日曜日

月額：3,000円
体験日各1,000円

１/１３　２/１０

体験日各1,000円

９：４５～１１：００ １１：１５～１２：３０

文法・発音をきちんと学び、
海外旅行などで言いたいこ
とを簡単な表現でとっさに言
える力をつけるための英会
話など練習していきます。 １０：００～１７：３０

第１・３　水曜日
１６：１５～１７：１５

月額：3,400円月額：4,400円 月額：4,400円

（日） 1/17

ノエラニ　オ　マイレ石亀

マイレ本間フラ・スクール講師

月額：4,000円

体験日各1,000円

第２・４ 火曜日

月額：4,400円

１０：３０～１１：４５

１４：１５～１５：４５

ＮＥＷ火曜クラス

土曜クラス 日曜クラス
第１　土曜日 第１・３ 日曜日

パステルアート

優しくてあたたかい音楽にあ
わせて踊っていると、心の中
まで幸福になってきます。ご
一緒に踊りましょう

１/７．

ハワイアンフラ（木）

１３：３０～１５：３０ １０：００～１２：００

月額：6,600円月額：2,200円

リンパは体の老廃物を外に出す下
水道の役割を果しており、リンパ
が詰まると老化を促進するといわ
れています。

１/１２　２/９

（社）心理技能協会専属講師 入会不要

第１・３・４ 木曜日

体験日各1,000円

（土）　1/30

元ＪＴＢ語学スクール講師

ゆったり絵画教室

やさしい英会話 体験日各1,000円
（水）１２/１６　１/６

体験日

開
運

手相の神秘～201６年を幸せに向かえる編～
金運・健康運・全ての運気が上がる！

風水・気学・人相・四柱推命など多くの占いが学べ、鑑定
法と開運法が学べる日本でも数尐ない講座です。ご希望
の方はプロ認定いたします（振替可能）

１２月２７日（日）１０：００～１１：４５

（公社） 日本医学協会会員

体験日

 開運ＭＯＭＯ代表 岡田人篤

料金は
税別表示
です

(第４月）　１２/２８  １/２５

幸せを引き寄せる占い教室

１２：１５～１３：４５

各1,000円 (夜クラス）　１２/２１  １/１８
ご自身（お相手）に興味のある方、自分の中の答えを導きたい方
手相鑑定士になりたい方.に基本からお教えいたします。
ご希望の方は１２回の受講でプロ認定いたします。

(水曜クラス）１２/１６  １/２０

受講料：２，８００円　教材費：７００円(修了証代含む）

 開運ＭＯＭＯ代表 岡田人篤
午前クラス 夜クラス 体験日　各1,000円 午前クラス 午後クラス 夜クラス

料金は
税別表示
です。

第３　水曜日 第４　月曜日 (夜）　１２/２８  １/２５ 第４　月曜日 第４　月曜日

月額：2,000円 月額：2,000円 月額：2,000円

第３　月曜日
１０：００～１１：３０ １９：１５～２０：４５ (午前）　１２/１６  １/２０ １０：３０～１２：００ １６：４５～１７：４５ １９：１５～２０：４５

（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
１２：００～１３：３０

月額：2,000円

月額：2,000円 月額：2,000円

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

第３　水曜日

月額：2,200円
１２月２７日（日）１７：３０～１９：１５

先着１６名

受講料：２，８００円　教材費：７００円(修了証代含む）

リンパセラピー
スーパーアドバイザー

桑田　安子
１２月２７日（日）１５：００～１６：４５

肩こり腰痛セラピスト養成講座

　　整体師　真鍋　幸代

（公社） 日本医学協会会員
（社）心理技能協会専属講師 入会不要

１day

　　整体師　真鍋　幸代

万病の元になる肩凝りと腰痛の対策の
プロを育成します。原因を見極めた対策
と肩こり腰痛マッサージ法を学びます

ふくらはぎマッサージ師養成講座
体験日各1,000円

先着１６名

ふくらはぎをもみほぐし、体 の調子を整
える健康法を学びます。全身のむくみや
疲労を軽減していきましょう

１day

リンパセラピー
究極の健康美容法

第２　火曜日

受講料：２，８００円　教材費：７００円(修了証代含む）

（公社） 日本医学協会会員
（社）心理技能協会専属講師　真鍋　幸代

先着１６名

月額：4,400円

星　華奈美

日曜ピアノ教室

入会不要

（公社） 日本医学協会会員

休憩４５分

１day

１1：４５～１３：４５

月額：3,500円

入会不要
１day

入会不要
先着１６名１２月２７日（日）１２：３０～１４：１５

受講料：２，８００円　教材費：７００円(修了証代含む）

腸を整えることで様々なお悩み
（便秘、ダイエット、ストレス、不眠
等々･･･）にアプローチできる手技
をマスターします残席５名

ＮＥＷ水曜クラス

女性のための麻雀教室

１０：００～１１：３０ １２：００～１３：３０

体験日各1,000円

 （公社）日本医学協会会員（社）心理技能協会専属講師　 真鍋　幸代

第３　日曜日１０：３０～１５：３０

体験日各1,000円

１２/２０　１/３１

健
康

頭蓋骨・骨相にアプローチした内容で、
筋肉や頭蓋骨に即したヘッドスパ、ヘッ
ドマッサージを扱います。また、骨相学も
学び、性格診断の方法も扱います

　　腸もみ・腸セラピスト養成講座骨相学とヘッドスパセラピスト養成講座

１２/２０　１/１７

（社）心理技能協会専属講師

ゼロからの英会話

対象年齢：４才～
ダンスインストラクター

月額：4,500円　教材費：500円

　 13:30～15：30川田　洋子　他　各担当講師５名

１１/２８　１２/１２

第１・３ 火曜日 第１・３ 火曜日英語・仏語通訳案内士　Shinya Hayasaka

月額：4,400円

　　　（入門） 　（中級）

第１・３水曜日

（火）１２/２２・１/１２

１１：３０～１２：４５

２/２．

ハワイアンウクレレと歌
ハワイ・ミュージック・アワード(ホノルル) イン
ターナショナル・ハワイアン・アルバム賞 受賞

９：５０～１０：５０

各1,000円
１/１９．

体験日各1,000円

アネラ

ハワイアンから歌謡曲まで
学ぶ側のペースに合わせ
て、基礎から楽しく学んでい
きます♪

  プア　ナニカ　イリマ

  プア　ナニカ　イリマＨａｌａｕ   主宰   

第２・４ 水曜日第２・４ 水曜日

ハワイアンミュージックで癒され、
美しく健康的にリフレッシュしましょ
う。

鉛筆、色鉛筆、パステル、水彩、油彩な
ど好きな画材を選び静物を中心に描い
ていきます。
初心者には画材の扱い方から丁寧に、
経験者には新しい技法や表現方法を適
時、提案します。ご自分に合った画材、
描き方、表現方法をゆったりと開拓して
いきましょう。

画家　岩部　暁明

体験日各1,000円

１２/２３　１/１３ハワイアンフラ（水）
体験日

各1,000円
１２/１７．
１２/２４．

体験日各1,000円

１２/１９　１/１６
日本パステルホープアート協会

藤野　里美

今井 沙那恵

ＴＶ・ＣＭ・映画・など多数出演
の講師から元気よく楽しく学べ
ます♪

第３　土曜日
１０：３０～約２時間

月額：2,000円
１３：００～１４：１５

今なら新規ご入会で先着１００名様期間2015年12/10 ～ 2016年１/３１ 

南口から徒歩３分 

ココ 

【入会と受講のご案内】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。 

※パチンコ屋さんの隣の白いビルです。 
１階は藤田歯科医院 



体験日各1,000円

１２：３０～１５：００

月額：6,000円 月額：3,000円 月額：3,400円 受講料：２，８００円　教材費：７００円(修了証代含む） 月額：4,400円

 １/７
毎週　月曜日 第１・３　火曜日 第１・３　日曜日 第１・３　木曜日 経験問わず弾きたい曲が弾けるように

レッスンいたします。１６：３０～１８：３０ １２：３０～１７：００ １０：００～１７：３０ １２月２７日（日）１５：００～１６：４５

お子様のクラスは裏面をご覧ください 万病の元になる肩凝りと腰痛の原因を
見極めて対策します。音楽家にも大好
評です

日本ギター連盟正会員　 ギターのレンタル  １２/１７
月曜クラス 火曜クラス ＮＥＷ日曜クラス 　平川　三郎 無料でできます

３０分 体験日
こちらは大人のクラスです、 (日）１２/２０　１/１７ 個人 各1,000円

ピアノレッスン 体験日 (月）１２/１４・２１ 月額：4,000円 （初級）　１５：３０～１７：００
各1,000円 (火）１２/１５　１/１９ 肩こり腰痛セラピスト養成講座 ギター教室♪

午後：1４：１０～１５：５０
健康が１番

日本を代表する名プレイヤーとして数々のス
テージに参加の講師から学べます夕方：１６：０５～１７：４５ 森のアトリエ主宰

夜：１８：００～１９：３０ 森　みさ子 だから↓ 第１・３月曜日 （入門）　１４：００～１５：１０

第１・３ 月曜日　月額：4,000円 音楽を楽しむのも スチールギタープレイヤー 体験日各1,000円

午後：1２：１５～１３：５５ 小林“LION”潔 １２/２１  １/１８

（入門）　１６：００～１７：３０
１０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０ スチールギター月額：4,000円 月額：4,000円

カラオケの上達はカラオケ専用の機械で練習
しないと意味がないです。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。

体験日各1,000円 ＮＥＷ入門クラス ウクレレプレイヤー （初級）　１４：１５～１５：４５
１/１８  ２/１ 第２・４ 土曜日 第２・４ 土曜日 安達　登

必ず上達するカラオケ教室♪ 楽譜の読み方からリズムの取り方まで、わ
かり易くお教えいたします

体験日各1,000円 第２・４月曜日 体験日各1,000円

１/９  １/２３ 月額：4,400円 １２/１４  １/１１

１/２３．

歌謡曲・演歌・ＰＯＰＳ 理論から学べるウクレレ教室 東京マンドリンアンサンブル レンタル
　田村　恵子 できます

月額：4,400円 月額：4,400円  ２/１６ 月額：4,000円 月額：2,100円

土クラス 月額：2,100円
１１：３０～１２：４５ １３：００～１４：１５  ２/２ １５：００～１６：１５ １１：３０～１２：３０ １２/２６． マンドリン
第１・３ 火曜日 第１・３ 火曜日  １/１９ 第１・３ 火曜日 第４　土曜日

１２/１５． 第３　土曜日
　　　（入門） 　（中級） 各1,000円 火曜クラス 土曜クラス １/１９． １４：３０～１５：３０

各クラス残席わずかです！ 体験日 火クラス 土曜クラス
ハワイアン歌手　ウクレリスト　　アネラ 体験日 声楽家 渡部　玲子 各1,000円

１/１６． 第２・４ 水曜日

ハワイアンウクレレと歌 ビューティフルボイストレーニング
１４：００～１５：１５

月額：4,400円

ジャズシンガー　大野　めぐみ

１０：４５～１１：４５ ソプラノ歌手 １２：５０～１３：５０ １３：１５～１４：１５ １２/１９． 水曜クラス
料金は
税別表示
です。

第１・３ 月曜日 １/１８． 第２・４　水曜日 第３　土曜日 土クラス

月額：4,000円 　和泉　聰子 月額：4,000円 月額：2,100円

１２/２３． 各1,000円 （土）　１２/１９　１/１６
１２/２１． 水曜クラス 土曜クラス １/１３．

ジャズ＆ポップス各1,000円
呼吸やカラダのケアを行いな
がら、歌がうたいやすくなる体
をつくります♪

体験日 ボイストレーナー　大野　めぐみ 水クラス 体験日 （水）　１２/２３　１/１３
各1,000円

１０：００～１２：３０ １３：３０～１５：３０

伊草　晴美 月額：2,200円 月額：2,200円

音
楽

やさしいボイストレーニング ボイストレーニング 体験日

自分の好きな布で思いのま
まにオリジナルメイドを楽し
みましょう。

１５：３０～１７：３０ 午前クラス 午後クラス １０：１５～１２：００

月額：4,400円 第３ 金曜日 第４ 金曜日 月額：2,200円
文化式婦人服製図士

写真家 　齊藤小弥太

◎着物リフォーム
第１・３　木曜日 ビーズアートステッチ専任講師
１３：００～１５：００ ハマダ　ミチコ 第１　水曜日

◎はじめての洋裁
無料見学日 ビーズアクセサリー

体験日各1,000円

１２/１７  １/２１ １２/２５  １/１５

１３：３０～約２時間 １０：３０～１２：３０ １３：００～約２時間

月額：2,000円 月額：2,500円 月額：2,000円

茂木　ゆみ 　川崎　正美　 １/６．
第１ 日曜日 第１ 土曜日 第２　木曜日 ２/３．

体験日各1,000円 リボンレイインストラクター 日本手芸
はじめてカメラを触る方からさらに
レベルアップされたい方まで、あ
なたのレベルや撮りたいイメージ
にあわせて、やさしく楽しく指導致
します。写真を通じて季節の移り
変わりを楽しみましょう。

体験日
 １/３１　２/７ インストラクター 普及協会講師 各1,000円
召田　幸恵

シルバーアクセサリー リボンレイ 体験日各1,000円 パッチワーク 体験日各1,000円 やさしい写真教室１/３０　２/６ １/１４  ２/１１

月額：2,200円 月額：2,200円 月額：2,200円 山中　あゆみ 月額：2,000円 月額：4,000円
１０：３０～１２：３０ １９：００～２１：００ １９：００～２１：００ スタジスタジオサイアム認定講師 １０：００～約２時間 １０：３０～１２：３０
第２　月曜日 第１　月曜日 第４　月曜日 第１ 金曜日 ２/５． 第２・４水曜日

各1,000円 （夜）　１/２５　２/１ ペーパーアート協会講師 1,000円 　俳書画美術 交友会講師

ＮＥＷクラス ＮＥＷクラス 柴田　かおる １/２９． 小山　典子

体験日各1,000円

１２/２３　１/１３
体験日 （午前）　１２/１４　１/１１ 体験日

月額：4,000円 １/１９． 月額：4,000円 月額：4,400円 月額：2,500円

フルーツ＆ソープカービング ペーパーアート 絵と書と俳句

２/１１．
１０：３０～１２：３０ １２/１５． １０：３０～１２：３０ １０：１５～１２：１５ １０：００～約２時間

体験日 前　遊舟 渡邉　榮峰 １/１４．
第１・３ 火曜日 1,000円 第１・３ 火曜日 第２・４ 金曜日 第２　木曜日

  日展会友   前　遊舟 日展会友 樋口　研司 １２/２５  １/８ 写仏の会講師 1,000円
   読売書法会理事 読売書法会理事 画家 体験日各1,000円 NPO法人曼荼羅祈り 体験日

暮らしに役立つ実用書道 美しいかな書道
体験日各1,000円

やさしい色鉛筆 はじめての仏画１２/１５  １/１９

 １２/１９
月額：1,850円 月額：3,790円 １３：００～１５：００ 月額：2,300円 月額：2,000円  １/１６

体験日
第４　木曜日 第１・３ 水曜日 第３　土曜日 各1,000円

１３：００～１４：３０ １９：１５～２０：３０ 第１　水曜日 犬画家　momoji １０：３０～約２時間

 （木）クラス　　ペン字講師　小山　典子　 使いたい筆記用具（ボールペン、ペ
ン、筆ペン）で受講できます。美しい
文字を書くポイントを丁寧にお教えい
たします。書道をご希望の方でも大丈
夫です

日本パステルホープアート協会

（水・夜）クラス　　書家　　乙坂　紫玉 体験日各1,000円 認定　正インストラクター

木曜クラス 夜クラス １/６  ２/３ 藤野　里美

使いたい筆記用具で学べる美文字レッスン
体験日 (午後）　１２/２４　１/２８ 色えんぴつで描く パステルアート各1,000円 (夜）　１２/１６　１/６ ワンちゃんの絵

１０：００～１２：００ １０：１５～１２：１５

月額：2,500円 月額：4,000円 月額：2,200円 月額：4,000円 月額：4,400円

ＮＥＷ日曜クラス
第２ 土曜日 第２・４ 木曜日 第１　土曜日 第１・３ 日曜日 第２・４ 金曜日

教材費が
別途かか
ります

アートデザイナー 岩部　暁明
江森　ケンジ 木曜クラス ＮＥＷ土曜クラス

１３：００～１５：００ １３：３０～１５：３０ １３：３０～１５：３０

料金は
税別表示
です。

（土）１/３０　２/６
（日）１/１７　１/３１ 画家

画家 樋口　研司

体験日各1,000円

魔法のスケッチ １２/２６　１/９ 新・基本から学べる絵画教室 １２/２５  １/８
デッサンからはじめ、描き方、構図のとり方、道具
の使い方など基礎から進めて行きます。魔法のように色を自由自

在に使い、短期間で上達
する奇跡の絵画教室で
す。

絵
画

創
作

色の使い方がグングン上達する 体験日各1,000円 水彩・油絵・パステル・色鉛筆・好きな画材で学べる
旅行に役立つ水彩画

体験日各1,000円
（木）１２/２４　１/１４

月額：2,500円 １０：００～約２時間半
月額：2,200円 材料費：1,200円 材料費：1,500円 月額：2,000円　教材費：800円

第４　火曜日 切り口の美しさが人気で、食卓
を飾る太巻き花ずしを、毎回2
種類作ります

蕪木　光代
料金は
税別表示
です。

第４　水曜日 胡桃沢　ひろこ １３：３０～約２時間 第３　土曜日
１４：００～１５：３０

趣
味

美味しい日本酒講座 房総の太巻き花ずし 楽しく美味しいパン作り
「王様のブランチ」や「世界ふしぎ発見」ＣＭ・
ラジオ・雑誌で活躍された講師と、美味しく
楽しい時間を過ごしましょう

郷土料理研究家 １２月２２日スタート
畔上　重子 先着８名様 パン作りマイスター

入会不要

　　腸もみ・腸セラピスト養成講座

腸を整えることで様々なお悩み
（便秘、ダイエット、ストレス、不眠
等々･･･）にアプローチできる手技
をマスターします残席５名

 （公社）日本医学協会会員（社）心理技能協会専属講師　 真鍋　幸代
１２月２７日（日）１２：３０～１４：１５ 先着１６名 １day
受講料：２，８００円　教材費：７００円(修了証代含む）

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。全９
回の受講で認定証を授与いたします

体験日
１２月２０日　もしくは　１月３１日
１３：３０～約２時間

脳からストレスを消す呼吸法・リンパセラピーで身体のストレスをケア・色で学ぶ
ストレスのケア・心を癒すセラピーの技術・骨盤調整など各講座専門の講師が担
当します。

・米国財団法人野口医学研究所監リンパセラピースーパーアドバイザー　鶴川たけみ
・M.snow® Japan社認定　スマイルトレーナー　松本宏枝

・足指をにぎるだけで、腰とひざの痛みは消える　著者　中島章夫

月額：4,500円　教材費：500円
第３　日曜日１０：３０～１５：３０休憩４５分

先着１６名 １day

元ＪＴＢ語学スクール講師

初級

月額：大人4,400円 （小学生以下は月額3,800円）

引き寄せの法則＆受け取りの法則セミナー

１８：３０～１９：３０

日本ラカン精神分析学会会長  互味　叡淳 １９：１５～２０：４５

病める人々の心に寄り添い、心を解きほぐしていく

体験日各1,000円

認知、判断、理解、記憶な
ど様々な知的活動のスピー
ドアップと、勉強、ビジネス、
スポーツ、認知症予防等へ
の効果が期待できます。

やさしい英会話

英語・仏語通訳案内士　Shinya Hayasaka

（水）１２/１６　１/６

１７：３０～１８：３０

１２/１３　１２/２７

ＮＥＷ　夜クラス
水曜日クラス 振替可能　　ＳＩＬ認定講師

体験日各1,000円

１２/２２　１/１２ゼロからの英会話
イラストを見ながら短い表現の会
話を学び、かんたんな内容の聞き
取り練習を通して英語を聞き取る
力を身につけます。

ウィルビー外語学院所属講師

土曜日クラス 原田　成志

（火）１２/２２・１/１２

　１２/２３　１/１３

日曜日クラス

日クラス

１１：００～１２：００

第２・４ 金曜日

数秘マインドプロフェッサー　岡田　人篤 受講料：8,000円　教材費：1,250円（修了証代含む）

 心理技能協会所属　整体師　真鍋幸代

数秘マインドシステムプロ養成講座

肩こり・腰痛セラピスト養成講座

  整体師　腸セラピスト　真鍋幸代

ふくらはぎマッサージ師養成講座 １２月2７日（日）１７：３０～１９：１５

１２月2７日（日）１５：００～１６：４５

 日本医学協会会員（社）心理技能協会専属講師

１２月２７日（日）１０：００～１１：４５

・色彩心理診断士（サイコアナリスト）　　押田　和子

月額：2,000円

受講料：２，８００円　教材費：７００円(修了証代含む）

第２・４　土曜日　１９：００～２１：００（全１１回分）

骨相学とヘッドスパセラピスト養成講座

・（社）全国心理業連合会認定プロフェッショナルカウンセラー　　川田洋子　

入会不要

対面鑑定やメール鑑定で、驚異的な威力を発揮する数秘術を習得します
プロが使う本格的な数秘術(バビロニア、ピタゴラス、カバラ、インド)が学べ
る講座です。

受講料：2,800円　教材費：700円（修了証代含む）

１２月2７日（日）１０：００～１１：４５

受講料：2,800円　教材費：700円（修了証代含む）

ふくらはぎマッサージに続く人気講座で、万病の元になる肩凝りと腰痛の
対策のプロを育成する講座です。原因を見極めた対策と肩こり腰痛マッ
サージ法を学びます

頭蓋骨・骨相にアプローチした内容で、筋肉や頭蓋骨に即したヘッドスパ、
ヘッドマッサージを扱います。また、骨相学も学び、性格診断の方法も扱い
ます

１月３１（日）１３：３０～１７：３０

腸を整えることで様々なお悩み（便秘、ダイエット、ストレス、不眠等々･･･）
にアプローチできる手技をマスターします。東洋の腸もみ、西洋の腸セラ
ピーを身に付ける講座です

ふくらはぎをもみほぐし、体の調子を整える健康法を学びます。全身のむく
みや疲労を軽減していきましょう。毎回、募集後７日間で満席になる人気
講座です。

受講料：2,800円　教材費：700円（修了証代含む）

２/１． １/２１． １/２３．
第２・４土曜日 １０：３０～１２：００

１/７．

１９：３０～２０：３０
第２・４　水曜日

料金は
税別表示
です。

やさしい韓国語（初級）
体験日

各1,000円

第１・３月曜日 １２：１５～１３：４５
１/１８．

第１・３木曜日 １０：３０～１２：００
１/９．

体験日
木曜日韓国語（中級）

体験日
土曜日韓国語（中級）各1,000円 各1,000円

第１・３木曜日 １３：００～１４：３０
１/７．

２/１． ２/２． １/２１．
第１・３月曜日 １０：３０～１２：００

１/１８．
第１・３火曜日 １９：３０～２１：００

１/１９．

体験日
木曜日韓国語（初級）

体験日
各1,000円 各1,000円 各1,000円

　　１日で修了証・資格が取得できる　～各クラス先着１６名様～（入会不要）

頭蓋骨・骨相にアプローチした内容で、
筋肉や頭蓋骨に即したヘッドスパ、ヘッ
ドマッサージを扱います。また、骨相学
も学び、性格診断の方法も扱います

語
学

　入門→初級→中級とレベルが上がっていきます 金先生の韓国語 各クラス　月額4,400円（税別）

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

 はじめての韓国語
体験日

火曜日韓国語（初級）

講師　話し方トレーナー　渡部　玲子

スーパー速読術話し声やスピーチは腹式呼吸で息をしっかり吸って、息を流し
て話すことをマスターするだけで響きのある声になります！超
難関と言われる宝塚受験の合格者を毎年送り出している講
師から学べる特別講座です。親切丁寧なレッスンによって短
期間であなたの声と話し方に自信を持てるようになります。

 心理技能協会所属　ふくらはぎマッサージ師　 受講料：2,800円　教材費：700円（修了証代含む）

第４　土曜日
１３：００～１４：３０

腸もみ・腸セラピスト養成講座

月額：2,200円

１２月2７日（日）１２：３０～１４：１５

１３：００～１４：３０

月額：4,400円

体験日各1,000円

第２・４　日曜日

やさしいフランス語
体験日各1,000円

１/６　１/２０

初級 中級

第２・４　水曜日

      　      フランス人講師　
   ウィルビー外語学院

第１・３ 水曜日 第１・３ 水曜日

１２：１５～１３：４５

体験日 各1,000円 １２/１８  １２/１
首都大学東京ＯＵ講師　　ＳＡＢＡ彩子

ＮＥＷ入門

月額：5,000円

年齢・性別は問いません。優しくお教えいたし
ます

イタリア語

ＮＥＷ入門
第２・４ 火曜日

ＮＥＷ火曜クラス
第１・３水曜日
１２：００～１３：３０

第２・４ 火曜日第２・４ 火曜日

水クラス

ＮＥＷ水曜クラス ＮＥＷ水曜クラス

９：４５～１１：００１０：００～１１：３０
第１・３水曜日

                 短期間で上達する魅力的な話し方

月額：4,400円 月額：4,400円
１４：１５～１５：４５

月額：4,400円
１１：３０～１２：４５

初級

月額：4,400円
体験日各1,000円 能力が目覚める

月額：4,800円 月額：5,000円

月額：4,400円

１２/２６　１/２３

１１：１５～１２：３０

（土）　１２/２６　１/２３

アドラー心理学とは、ビリギャルを合格に導いた塾
講師が用いた心理学です。また先日放映された精
神科医の人気ドラマでもアプローチされた心理学で
す。人生を好転させるための対処法をワークを通し
て「実感」「体感」していきます。６回の受講で修了
証を授与いたします 夜クラス

体験日

心理カウンセラー養成講座

１９：１５～２１：００

体験日各1,000円

現代社会の変容の中で急増する家庭や職場の問
題。相談件数は増加の一途をたどっています。そ
れに対して相談できるセラピストが不足しているの
が現状です。この講座では最新の事例をもとにセ
ラピーの基本である対話法と理論を学びます

１２/１９．

第１・３金曜日 第１・３金曜日
１４：００～１５：３０

文学博士 人間リアル鑑定術著者 岡田　人篤

セラピストやカウンセラーにも大人気の講座

第４　月曜日 　　先着１０名様

岡田　人篤

月額：3,790円

日本の成功哲学・帝王学-中村天風・安岡正篤

限定

体験日　各1,000円

やさしい心理学 １２/２８。
１/２５。

絶賛発売中の１分間で９９％見抜く！「人間リアル
鑑定術」の著者、岡田先生から「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。修了証交付

第４　月曜日
１３：３０～約２時間

月額：2,000円

全米NLPマスタープラクティショナーコース修了

月額：2,200円 Office sunny-spot 代表　大野　美樹

夕方クラス
第３　土曜日

１５：３０～１６：３０ １８：００～１９：００

私を救うイメージ・セラピー 著者　

月額：4,000円

（月）　１２/１４  １/１１

１２回の受講で

第４ 　土曜日
１６：５０～１７：５０ １５：１０～１６：１０

１８：００～１９：００ 月額：各2,100円

第２　月曜日

依存からの脱出　著者第２　月曜日 第４ 　土曜日 キャリアデベロップメントアドバイザー

難しく思われがちな用語や法則も、最新の事例を交えながらわ
かり易く解説いたします。２４回の受講後修了証を授与いたし

体験日

月曜日クラス 土曜日クラス

テレビ朝日に出演して舞台恐怖症のダンサーにセラピーを行

　心理療法士養成講座

月曜日クラス

資
格
取
得 月額：4,000円

い回復させた一流の講師です １０回の受講で
修了証授与します

１６：３０～１８：００

日本を代表するゲシュタルトセラピストとして欧米の学会
で多数のレクチャーを行った講師から,未完結な問題や悩
みを解決する心理療法の技術を学ぶ基礎のコースです

資格取得

1,000円

第２・４ 土曜日

人に好かれる話し方教室
体験日各1,000円

（月）　１２/１４  １/１１

 ◆あがり症を治したい ◆近々スピーチや講演をす
る事になった ◆ 人づきあい・会話が苦手 など、
様々な場面での話し方が必ず上手くなります。

（土）　１２/２６　１/２３

有名著書多数     コミュニケーション研究家

（公社） 日本医学協会会員

(土）　１/２３

ママカウンセラー養成講座

月額：2,200円  原田　成志
ゲシュタルトセラピスト１９：１５～２０：４５

骨相学とヘッドスパセラピスト養成講座(火）　１/２６

月額：2,200円
体験日 各1,000円

岡田　人篤

1,000円

心理セラピスト養成講座

（社）心理技能協会専属講師　真鍋　幸代

１月３１日（日）１０：１０～１１：１０
受講料：2,000円　教材費：７００円(修了証代含む）

１２/２６。
体験日

　１２/２５  １/８

企業家、経営者、政治家、コーチに信奉者の多い
中村天風と安岡正篤について学び、人生に生かす
講座です
１月３１日（日）１１：３０～１２：３０
受講料：2,000円　教材費：３００円

アドラー心理学

　　　　最新の事例をもとに対話法と理論を学ぶ

ビリギャルを合格に導いた

１/１６．

引き寄せの法則で引き寄せる方法だけでなく、受け
取りの法則で、確実に効果が出る方法を学びます

１/９。

東京大学医学部卒・ベストセラー「脳からストレスを消す技術」著者
「エチカの鏡」（フジテレビ）「朝イチ」（NHK）などテレビ出演多数　有田秀穂

お子さんが伸びるコミュニケーション
法、問題行動に対するスキルなど様々
なカウンセリングスキルが得られます。
ママカウンセラー協会　関東支部トレーナー
工藤ふみ江（家庭問題カウンセラー）

修了証授与いたします

ストレスケアセラピスト養成講座第１期生募集

第２・４　火曜日　１０：００～１３：００（全７回分）

 受講料：各56,000円教材費：別途

体験日各1,000円

１２/２４　１/２８美文字レッスン
１/１６　１/６

残席わずか

第４　木曜日 第１・３ 水曜日
１３：００～１４：３０ １９：１５～２０：３０

月額：1,850円


