
体験日　各1,000円

犬画家

認定講師　　　蓬田　恵子

字を書く楽しさを感じながら、表現力・伝える力・想像
力を身に付けることで集中力を高めます。

書家　日本文化研究家　柴田　まさみ

フリータイム６０分
制、時間内にお越
しください。

心に響く短歌教室

１３：００～１５：００

火曜日クラス 金曜日クラス
第２・４　火曜日 第１・３　金曜日
１６：３０～１８：３０ １６：３０～１８：３０

月額：3,000円 月額：3,000円

無料体験日

火　７/２２　７/２９
金　７/１８　８/１

しっかり学べる毛筆と硬筆

無料体験日

７/２４　８/７
学校の補習から受験の難問まで数学の問題なら
何でも解決します。生徒に合わせたカリキュラムで
成績向上を目指します。

毎週　木曜日　月額：7,600円
井上数学教室主宰

井上　浩一

対象年齢：小学生
１７：３０～１８：３０ ダンスインストラクター

月額：3,000円 今井 沙那恵

個別数学

月額：3,000円 あい☆つん
（園児～小３）１７：００～１７：５０
（小４～中学生）１８：００～１９：００

ＫＩＤS☆DANCE 無料体験日

７/１６　８/６
ＴＶポンキッキーズ映画ゴジラvsモスラＣＭ
日産自動車・パナソニック など出演の講師
から元気に学べます☆

第１・３　水曜日

ストリートダンス 無料体験日

７/１５  ８/５
湘南乃風・175R・DJOZMAなど数々のPV
に出演の講師から学べます！

第１・３　火曜日 ダンスインストラクター

第１・３　土曜日 対象年齢：小学生
１６：００～１７：００ ダンスインストラクター

月額：2,980円 　ASARI

バーアスティエ 体験日
各1,000円

バーアスティエ協会公認講師　森島　俊江
　火曜日クラス 振替可能

１４：３０～１５：４５ 第２・３　土曜日
１６：００～１７：１５ １１：００～１２：１５

７/１９  ８/２子
供

ダンスの基本を学びましょう♪

今流行りの音楽に合わせて身体を動かして
いきます。リズムの取り方や振付など基本を
しっかり学びます。

アクティブYOGA

ヨガインストラクタ-　　yuu 

デドックス効果！美しくなりなが
ら、肩こり・肥満・腰痛を予防。

第２・４金曜日 ７/１１．

（入門）１９：００～２０：１５
（初級）２０：１５～２１：４５

フィットネス
　　ボクシング
内藤大助選手との試合で観客を魅
了した講師です

１３：００～１４：００ ボクシング元日本フライ級１位
月額：4,000円 榎本　信行

体験日　各1,000円

７/１５  ８/５
ダンスインストラクター

あい☆つん

ベリーダンス（金）

ベリーダンス講師 体験日
Ｍａｋｉ-Ｌｏｎｇ 各1,000円

　日野　智子 ７/１２．

７/１９．

７/２６．

８/２．

ストリートダンス（入門）
体験　各1,050円

日本プロ麻雀連盟所属　

はじめてのフラダンス
カレイレフア フラ ネットワーク 体験日
所属インストラクター　 各1,000円

１４：１５～１６：１５

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。

文化協会専任講師１３：００～１４：３０

スタート

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。

内山　えみ

ご体験は事前にご予約をお願いいたします 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。


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 亀有
信用金庫

３周年キャンペーン実施中　入会金５０％ＯＦＦ（通常5,０００円）＋抽選で総額３３万円プレゼント

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！

会員数１，３００名突破記念！
キャンペーンのご案内

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 （１部講座を除きます）

複数受講割：２講座目は1,000円、３講座目以降は2,000円割引（3ヶ月分の受講料から）

１５：４０～１６：４０ １７：００～１８：３０
月額：3,800円 月額：3,800円 土　７/２６． 月額：3,800円 月額：3,800円 月額：3,000円 月額：3,600円

（4才～６才） （小学生）
毎週　木曜日 毎週　土曜日 土　７/１９． 第２・４　水曜日 第２・４　日曜日 第１・３火曜日 第１・３火曜日
木曜クラス 土曜クラス 木　７/１７ 水曜クラス 日曜クラス フリータイム５０分

制、時間内にお越
しください。１７：３０～１８：３０ １６：３０～１７：３０ 木　７/２４． １７：３０～１９：３０ １１：００～１２：００

常見珠算学院代表  常見　明 土　７/１２． 日　７/２７ 　今井ちひろ ７/１５  ８/５
対象年齢：年長～小学生 無料体験日 読書の速度はもちろん、記憶力ＵＰ、運動神

経や考える力、全てが向上！
水　７/２３ 画家・造形家　 無料体験日

月額：6,000円 月額：6,000円

ほめて伸ばすそろばん教室 脳が磨かれる速読講座
無料体験日 のびのび絵画工作教室日　７/１３

月額：3,000円 月額：2,980円 もりゆき  ８/２６ 月額：3,400円

毎週 木曜日 毎週　金曜日
１４：１５～１５：１５ １０：５０～１１：３０ Ｊ－ＳＨＩＮＥ小学校英語指導資格者 1,000円 １３：３０～１８：００ １５：００～１８：００ １６：３０～１８：３０
第２・４日曜日 第２・４　火曜日 対象年齢０才～３才 体験日 第２・４　水曜日

　　対象年齢　小学生 歌や絵本、知育遊びを通じて楽しく英語に親しんでいきます。マ
マも自然に口から英語がでてしまうようなゲームをみんなで一緒
にやってみましょう♪

経験豊富な講師が 、お子様のレベル・希望
に合わせて指導を行います。

木　７/２４　７/３１
ボクシング元日本フライ級１位 金　７/１８　８/１

榎本　信行 国立音楽大学教育音楽科卒　　大滝　和子

キッズボクシング
無料体験日

親子で英語を楽しもう♪ ピアノ３０分個人レッスン
無料個別面談

７/１３  ７/２７ 水　７/２３　７/３０

○２０：２０～２１：５０ 月額：4,000円 月額：4,000円

料金は
税別表示
です。

○１８：４０～２０：１０

第２・４　火曜日 土曜日クラス

７／２２　７／２９
７／１２　７／１９

無料体験日
月額：4,000円 月額：3,980円 月額：4,000円 月額：4,400円

２０：１５～２１：１５ １３：３０～１４：４５ 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

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 水曜日 第２・４　月曜日 第１・３ 金曜日 第１・３ 水曜日

体験日　各1,000円
骨盤調整ピラティス

体験日　各1,000円

７/２３ 　７/３０ ７/１４  ７/２８ ピラティス ７/１８  ８/１ ７/１６　８/６
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。

月額：4,000円 （初級）２０：００～２１：１５
体験日　各1,000円

ヒーリングヨガ
体験日　各1,000円 　　　　エイジングケア

第２・４　日曜日
１９：１５～２０：３０ （入門）１８：４５～１９：４５

第２・４火曜日 ７/２２．
　Ayaka 各1,000円

 Studio Nazar所属 体験日

第１・３ 火曜日 月額：4,400円 ７/２５． 月額：4,000円 ７/２９．

ベリーダンス（火）
体験日　各1,000円

７/１３  ７/２７

月額：6,600円 月額：3,780円 月額：4,000円 月額：6,000円

７/３０． 毎週土曜日
１０：３０～１１：４５ ８/７． ９：５０～１０：５０ １１：００～１２：１５ ８/２７． １９：１５～２０：３０

７/１７． 入門クラス 初級クラス ７/２３．

料金は
税別表示
です。

第１・３・４ 木曜日 ７/２４． 第２・４ 水曜日 第２・４ 水曜日

マイレ本間フラ・スクール講師 体験日 ＢＩＧ ＡＬＯＨＡＨＵＬＡ ＳＴＵＤＩＯ 主宰 体験日
ノエラニ　オ　マイレ石亀 各1,000円

ダ
ン
ス

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

エンジョイハワイアンフラ 基礎から学べるフラダンス
佐々木　美和 各1,000円

天象短歌会会長
月額：3,500円 月額：3,500円 月額：4,000円 渡部　玲子 月額：2,500円 宮原　勉渡部　玲子月額：4,000円

第２・４　金曜日 第２・４　金曜日 第１・３ 火曜日 NPO 日本朗読 第２　金曜日
１２：００～１４：００

体験日　各1,000円

７/２５  ８/８ ７/１５  ８/５ ７/１１  ８/８
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。

やさしい朗読
月額：3,980円 月額：2,300円 月額：2,200円 月額：2,200円

女性のための麻雀教室
体験日　各1,000円 体験日　各1,000円体験日　各1,000円

第３　水曜日 第１　水曜日 第１　金曜日 午前　 ８/６

１０：００～１２：３０ １３：３０～１５：００ １０：１５～１２：００ １９：１５～２１：００ 夜　 ８/１

ファッションイメージコンサルタント　カラークチュール主宰　髙橋　利予 写真家　齊藤　小弥太 体験日

３０分個人レッスン グループレッスン 似合う色と着やせファッションで美しく輝きましょう。メ
イクや眉、ヘアスタイルまでトータルに貴女を変身さ
せます。朋飾デザイナーとしてＴＶ・雑誌・メディア実
績多数の講師です

午前クラス 夜クラス 各1,000円

第３　水曜日

確実にマイナス５才！トータルに貴女を変身させます

季節を楽しむ写真教室運命の色とファッション講座

１７：３０～１９：３０ １１：００～１２：００ ＳＩＬ認定講師
月額：2,800円 魔法使い　ぺる 開場　１３：００～ 開演　１３：３０～ 月額：4,400円 月額：4,400円 佐藤　昌幸

料金は
税別表示
です。

第４木曜日 ８/２８． 第２・４　水曜日 第２・４　日曜日 ７/３０．

１９：００～２０：３０ マジシャン・タレント ８月３０日（土） 料金：2,500円

TVラジオ舞台で大活躍されている、山田雅
人さんと笑いあり涙ありの９０分をお楽しみく
ださい。入会不要

認知、判断、洞察、理解、記憶など様々な知的活動
のスピードアップに効果があります。フリータイム５０
分制です。

７/１３．

各1,000円 ７/２３．

７/２４． ７/２７．

趣
味

ぺる先生の手品教室 山田雅人の「映画・舞台・名馬」の世界 脳力が目覚める速読 体験日
各1,000円

「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

５００円のクオカード １８４名様

1等

３等 ５，０００円の商品券 １０名様

３回完結講座

4等 １，０００円のクオカード ４８名様 ５等

（夜）　8/2

歌や絵本、知育遊びを通じて楽しく
英語に親しんでいきます。ママも自
然に口から英語がでてしまうような
ゲームをみんなで一緒にやってみ
ましょう♪対象年齢０才～３才

和泉　聰子
ソプラノ歌手

月額：4,000円

３万円の商品券 ３名様

２等 １万円の商品券 ５名様

１day(入会不要)

　７/２２　。

なりたい自分に変われる

　７/２９　。

　７/２９　。

月額：4,400円

午後クラス

１３：３０～１５：００

ベリーダンス

午前クラス

第４　木曜日

夜クラス

月額：2,000円 アイシングクッキーを作りましょう

アイシングクッキー認定講師　吉澤　恵美子

　　色えんぴつで描く

８月２日。

 ９/２５

土曜日クラス

教材費１回・850円

正しい発音をしっかり覚えたい方、カタカ
ナ発音をネイティブ発音になおしたい方.
発音と文法が楽しく学べます。

韓国語講師　権　美蘭（ゴン　ミラン）

韓国へ旅行に行く時やドラマを見
る時、会話ができるように日常会
話を中心に勉強して いきます。

第１　金曜日

８月スタート韓国語

アメリカ人講師　レスター
入門

（午後）8/３０

月額：2,000円

第３　土曜日

体験日　各1,000円

はじめての
体験日　各1,000円

第３　木曜日
夜クラス

藤原歌劇団所属岡田　人篤

　　　　・９月１日　（月）　10：30～12：00

第１・３　月曜日

はがき、ひらがな、住所など暮らしの中で主に使う筆
ペンとボールペンの美しい文字をご自分のペースで
学んで いただけます。

１９：１５～２０：４５

 ベリーダンスをはじめて習う人の
ための入門クラスです。 基本的な
ステップからゆっくりと学びます

健康で長生きする講座

薬を使わない薬剤師、宇田川先生の

１８：４５～１９：４５

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♪カラオケの上達はもちろん、
声が楽に出せるようにもなります

やさしいボイストレーニング

潜在意識をひも解いて心の
声に耳をかたむけません
か？世界で6人目となるマス
タートレーナーの講師から最
新の催眠療法を学べます。

たちまち体が温まる

木曜日クラス

　　　　・９月２７日（土）　13：30～15：00
１２：１５～１３：４５

桑田　安子
リンパセラピースーパーアドバイザー

ふくらはぎマッサージ療法士

１１：００～１２：３０
第１　土曜日

８/３　１１：００～

１day(入会不要)

月額：4,400円

受講料：１回　２，０００円

アメリカ人講師から学べる

吉川カルチャークラブ　048-984-3111

１１：３０～１２：３０

ウクレレプレイヤー小林“LION”潔

気軽に始められる楽器といえば
ウクレレ！4本の弦を使ったシン
プルな作りでコードを簡単に覚
えれます♪季節を通して南国気
分を味わえます

月額：2,500円

第１　水曜日

美しくなるペン・ボールペン字

第１　日曜日

　７/２２　。

１３：３０～１５：００

月額：2,980円

手のひらの小さなハワイ

（ご体験は事前にご予約をお願いいたします）

９：３０～１２：３０
ＴＯＭＩＫＯ☆

　（木）　日本ギター連盟正会員　平川　三郎

　８/１１　。

体験日　各1,000円

　７/２８　。

２０：３０～２２：００

無料体験日

　（月）　ギター講師　ＺＡＫＫ １０：５０～１１：３０

１９：１５～２１：００

マスタートレーナー　川崎　飛鳥

第１・３ 月曜日

　Studio Nazar所属　　Ayaka

受講料：１回　２，１００円

第２・４　火曜日

体験日

日本でまだ尐ない行動習慣ナビーゲーターの川田先
生から、９マス習慣（ナイン・マトリックス）を使用して、
「幸せな人生を実現する」法則を学びます。

９マス習慣（ナインマトリックス）講座

月額：2,300円

体験日　各1,000円

月額：4,400円

◆お好きな日を１日お選びください◆

月額：2,200円

月額：2,200円

第２・４ 火曜日
９：４５～１１：００

（午後）8/9

１１：１５～１２：３０

午後クラス初級

発音が上手くなる英会話

月額：2,200円 村田　由美（Ｍｏｍｏｊｉ）
１０：１５～１２：００

リンパセラピー

体験日　各1,000円

第２・４ 火曜日

体験日　各1,000円

火　７/２２  ７/２９

夜クラス

 ８/４

第２・４　火曜日

「薬が病気をつくる」の著者

月額：4,400円

◆３０分個人レッスン◆

第１・３　木曜日

クラシックからポピュラーまで、
初めてのかたもでも美しいメロ
デイーが弾けるように指導し ま
す。

第１・３　月曜日

月額：4,000円

先着２０名様

お好きな曲が弾けるようにな
るまで、はじめての方から経
験者の方まで丁寧にお教え
いたします。ギターのレンタ
ルあり（無料）

７/１６  ８/６

月額：4,400円

月額：2,000円

１３：００～１４：３０

第２・４　月曜日
１４：１０～１５：２０

各1,000
 ７/３１

ふくらはぎマッサージ

月額：4,000円

夜クラス

午後クラス

月額：4,400円

童謡・ポップス・映画音楽・クラシック・ジャズ
など、弾きたい曲をご自身のペースでを学べます♪
２０分の個人レッスンになります。

第２・４　金曜日

１３：３０～１７：００

元桐朊学園大学附属音教講師

米国ヒプノセラピー(ABH)協会認定　 ７月２７日（日）　１０：３０～１２：００

体験日　各1,000円

第２・４ 土曜日

　８/８　。

１６：００～１７：３０
第１・３　月曜日

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

心理セラピスト養成講座

第２・４　火曜日

お好きな曲でピアノ

中島　伸子

第１・３ 木曜日

１０：３０～１２：００

　７/２１　。
はじめてのマンドリン

田村　恵子

月額：3,500円

月額：4,000円

第１・３ 土曜日
１８：３０～２０：００

　７/２５　。

 ８/１８

書家　ペン字講師　小山　典子

体験日　各1,000円

１３：００～１４：３０

体験日　1,000円

満席間近

するといわれています。リンパ腺を剌激する事
により、むくみやたるみをおさえ、老化防止、自
然治癒力や免疫力を高めます。

リンパが詰まると老化を促進 土　８/２  ９/６

月額：1,850円

月曜日クラス

７/３１　８/４　８/18体験日　1,000円

ボイストレーニングにゆっくりな動きを
取り入れ体幹を鍛えボディもシェイプ。
五感をフルに使い、声を磨き感情を解
き放ち、気持ちもスッキリします♪

月額：4,000円

　８/４　。

東京マンドリンアンサンブル

はじめてのウクレレ

月額：4,000円

１９：１５～２０：３０

体験日　各1,000円 体験日　各1,000円

月額：4,000円

料金は税別表示です 第１・３　水曜日
１７：３０～１８：３０

月額：3,000円

ダンスインストラクター

今井 沙那恵
対象年齢：小学生

Ｊ－ＳＨＩＮＥ小学校英語指導資格者

ＴＶポンキッキーズ映画ゴジ
ラvsモスラＣＭ日産自動車・
パナソニック ブレンビーなど
出演の講師から元気に学べ
ます☆

キッズ☆ダンス

 ８/６

　体験日　

行動習慣ナビゲーター  プロコーチ　川田　治

シンガソングライター

ラジオＤＪ

夜

１回1,000円

教材費

ボディメイク＆ボイストレーニング

体幹を意識した
８/７  ８/２１

（夜）　8/７

各1,000円

第４　木曜日

1,000円
ご安心ください。楽しみなが
ら上達いたしましょう♪

家庭でできる癒しのリンパ美容健康法

火曜日クラス

　　　ほわほわワンコ

１３：３０～約２時間

８/４  ８/１８

第１　水曜日

かわいいワンちゃんの
仲間をたくさん作りま
しょう♪

１３：００～約２時間半

美しい景色や何気ない日常、一瞬
の風景を感じたまま残してみませ
んか？写真の基礎と応用まで丁寧
にお教えいたします。

ワンちゃんの絵

写真家　齊藤　小弥太

体験日
1,000円

体験日各1,000円

教材費350円

可愛い愛犬を描いてみたい方のための
色鉛筆画教室です。基礎から丁寧にお
教えいたしますので絵の初心者でも

１３：００～１５：００

体験日

教材費850円

  季節を楽しむ写真教室

　羊毛フェルト

 ８/６

副島　康恵
羊毛フェルト作家

季節にあった可愛い形のクッキーを作りましょう♪プ
レゼントとしてもとても喜ばれます

午前

第1　土曜日　

日本サロネーゼ協会（ＪＳＡ）

 ８/１

７/１７  ８/４　８/７お好きな曲でギター

体験日
1,000円
 ８/２６

親子で英語を楽しもう♪

もりゆき
講師

月額：2,200円

総額 

通常5,000円のところ 

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。料金はすべて税別表示です。 

※ほか弁とパチンコ屋さんの間の白いビルです。 
１階は藤田歯科医院 



読売書法会理事

読売書法会理事

体験日　各1,050

１８：３０～２０：３０　　月額：4,000円　教材費：400円 互味　叡淳

　吉澤　恵美子
８月２日、

スタート

ふくらはぎマッサージ

耳ツボ健康法

お灸とツボで夏バテ解消

   受講料：2,100円　　 １day(入会不要)

 １day(入会不要)

あなたの悩みを解決へと導きます

第２　火曜日

心理カウンセラー養成講座 ７/１２　７/２６

岡田人篤先生の個人鑑定

７月２７日（日）１３：００～１９：００　３０分　3,000円
８月２５日（月）　１９：１５～２０：４５　

８/２．

受講料：2,100円　 １day(入会不要)

　　　　首藤クリニック勤務　　鍼灸師　横田　千枝

人間リアル鑑定術の著者、岡田先生の鑑定で最良
の道が開けます。先着１０名様  (入会不要)

　７/２８
　９/２２

「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。セラピストやカウンセラーにも大
人気の講座内容です。修了証交付

心理カウンセラー養成講座Ⅱ ７/１１　７/２５
体験日　各1,000円

リンパセラピー

心と体を癒す心理学

究極の健康美容法 体験日
各1,000円
７/２２．
７/２９．

第４　月曜日 心理学研究家　岡田人篤

料金は
税別表示
です。

１９：１５～２１：００

　７/２１

修了証交付
日本ラカン精神分析学会会長

人に癒しを与えるのは大人の急務です。ここでは癒しを与
える言葉の数々を伝えていきます。カウンセラーを目指す
方はもちろん家庭や職場でも役立つ内容です。

　８/１８
カウンセリングの基本である対話法と理
論を最新の事例と共にお伝えします。２４
回の受講後修了証が授与されカウンセ
ラーとしての仕事も可能です。

日本ラカン精神分析学会会長
月額：4,000円 　互味　叡淳

１８：００～１９：００ 月額：2,000円

第２・４　金曜日

・８/３　日曜日　１０：００～１４：００　

12か月の講座で心理セラピストの資格が取得できる大人
気の心理セラピストコース。潜在意識をひも解いて心の声
に耳をかたむけませんか？

ロイヤルセラピスト協会認定講師　若林　知子

学んだら即活用できる、
赤ちゃんが喜ぶうっとり
マッサージを学びます。
実技はお人形を使用して
勉強しますので、マタニ
ティの方、男性の方も安
心して学べます

月額：2,400円 月額：4,400円

８/３　１１：３０～

リンパセラピスト養成講座

第１　日曜日

受講料：18,000円　（教材費・認定料込）

月額：2,500円

米国財団法人野口医学研究所監修リンパセラピースーパーアドバイザー

資格取得可能

１３：００～１４：３０

第１・３ 金曜日

月額：5,000円

　　英語・仏語通訳案内士　　英文法の達人
Shinya Hayasaka

１４：３０～１６：００

月額：5,000円
１３：００～１４：１５

資格取得

火曜クラス 土曜クラス

土　　 ８/２　 ９/６

資格取得

第１・３　金曜日

TCカラーセラピスト養成講座

TCトレーナー　　Ｒie

心理カウンセラー
月額：2,200円

８月２５日（月）　１０：３０～１２：００　

１日で
資格取得受講料：18,000円　（教材費・認定料込）

グループレッスン

ファッションイメージコンサルタント　

第３　水曜日

・９/７　日曜日　１０：００～１４：００　

スポーツ選手や芸能人が通う、表参道の有名クリ
ニック「首藤クリニック」勤務の横田先生が、この日
だけ講座を開催してくださいます！健康維持された
い方にお勧めの内容です。

月額：2,300円

第３　水曜日

米国ヒプノセラピー(ABH)協会認定　

１０：３０～１２：００ １６：４５～１７：４５

１３：３０～１５：００１０：００～１２：３０

 １day(入会不要)

料金は
税別表示
です。

第４　火曜日

開運ＭＯＭＯ代表　岡田人篤

午後クラス

月額：2,500円

房総の太巻き花ずし

開
運

午前クラス

「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

月額：2,000円

午前クラス 夜クラス

１０：００～１１：３０ １９：１５～２０：４５

月額：2,000円

デコ巻きずしマイスター

かわいい巻き寿司を作りましょう

１３：３０～約２時間

伝統的な巻きずしのテクニックを習
得しながら、可愛らしい図柄を楽し
むことができます。

材料費：1,500円

１４：００～１５：３０
第４　水曜日
胡桃沢　ひろこ

月額：2,310円

月額：3,980円

材料費：1,200円

第４土曜日

畔上　重子

下野　ひとみ

第２・４　火曜日 第１　土曜日

体験日　各1,000円

１３：３０～約２時間

１２：１５～１３：４５

グ
ル
メ

開運ＭＯＭＯ代表　岡田人篤

第４　月曜日

月額：4,000円 月額：2,200円

１５：３０～１６：３０

１１：００～１２：３０

ふくらはぎマッサージ療法士
岡田人篤       

金スマで紹介されたふくらはぎマッ
サージを学びます。

材料費：1,500円

受講料：2,100円　 １day(入会不要)
７月２７日（日）１０：３０～１２：００　

数秘＆カラープレゼンター養成講座

手相の神秘

ハマダ　ミチコ
水クラス 金クラス

月額：2,200円

美
容

運命の色とファッション講座

１３：００～１５：００１４：１５～１６：００

資
格
取
得

新・超入門

火　　７/２９　　９/９

夜　　 ７/１８　 ８/１

７/２７　もしくは８/２４　日曜日　１０：３０～１６：００

１日で

やさしい英会話

初級
第１・３ 金曜日

月額：4,200円

中級

７/１８　８/１

月額：4,400円

７/１４　７/２８

月額：4,400円

８/８　８/２２イタリアの美術と歴史

入門
第２・４　月曜日

体験日各1,000円

入門

ＳＡＢＡ彩子

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。

初級

体験日　各1,000円

８/８．第２・４ 金曜日

１０：３０～１２：００
第１・３ 金曜日

１２：１５～１３：３５９：００～１０：１５ １０：３０～１２：００
第２・４　月曜日第２・４　月曜日

第２・４金曜日

講座中、ボイスレコーダーで録音しても大丈夫です。

１１：３０～１２：４５ １３：００～１４：３０

月額：4,400円 月額：5,000円

語
学

金先生の韓国語　入門→初級→中級とレベルが上がっていきます

第２・４土曜日

フランス人講師　セバスチャン・レイノー

体験日　各1,000円

７/２６．

旅行に役立つイタリア語

初級
放送大学イタリア美術史講師

各1,000円

新・入門

７/２１．

旅行に役立つ英会話

１４：００～１５：３０

月額：5,000円

初級

月額：5,000円

第１・３ 土曜日
入門

第１・３ 水曜日

１２：１５～１３：４５ １０：３０～１２：００８/２２．

発音が上手くなる英会話

第２・４ 火曜日

体験日
各1,000円

９：４５～１１：００
月額：5,000円

体験日
第２・４ 金曜日

　７/２５

登録認定料：4,630円 月額：4,400円
   ビーズ・ジュエルDeCoRe 体験日　各1,000円

生年月日から資質・能力や自分の強みを読み解きます。
人生の４つの大きな波を知り可能性を導く数秘術と色のコ
ラボです １day(入会不要)

第１　土曜日

カラークチュール主宰　髙橋　利予

７/２９．
８/２６．

１１：１５～１２：３０

月額：4,400円

芝崎　和子

アクセサリー講師養成講座

月額：2,000円

郷土料理研究家

１３：３０～約２時間

月額：2,200円

体験日　各1,000円

幸せを招く占い教室 ７／２８　９／２２

体験日　各1,000円

・８/３　日曜日　１４：３０～１８：３０　

月額：2,500円

月額：2,200円

日本酒物語 体験　各1,000円
お酒・肴代1,200円

７/２３　８/２７タレント・日本酒きき酒師

桑田　安子

体験日
各1,000円

第１・３木曜日

資格取得ペットシッター士養成講座

８/３　もしくは　９/７　　日曜日　１０：３０～１６：００
TCカラーセラピー　マスタートレーナー　　如月　千冬

１４本のカラーボトル付。低予算で資格が取得できます。講座終了後
は、カラーセラピストとして活動できます。

各1,000円

蓬田　恵子

初級ベビーマッサージ講座

ロイヤルセラピスト協会認定講師　若林　知子

３０分個人レッスン

体験日

ヨガインストラクター

心理学をベースにペアワーク・グ
ループワークを通じて、ストレスの緩
和やセルフコントロール法を学びま
す。

体験日　各1,000円

首都大学東京ＯＵ講師　ＳＡＢＡ彩子

日本ペットシッター協会専任講師
 ２day(入会不要)

心理セラピスト養成講座

２日で

体験日

飼い主が留守の間、飼い主に代わってペットのお世話をする仕
事です。全国どこででも即開業することができるペット系資格の
中でかなり有効な資格として認められています。

９/７　９/１４　10：30～15：30

月額：4,400円

　７/１８

受講料：19,000円　（教材費・認定料込）

体験日　各1,000円

マスタートレーナー　川崎　飛鳥

１２：００～１３：３０体験日　1,000円
第３　月曜日

初級リフレクソロジー講座

　セラピストやカウンセラーにも大人気の講座

　話題の、超「心理学」

木曜日韓国語（初級）

各1,000円

８/７．

土曜日韓国語（初級）
体験日

各1,000円

１３：００～１４：３０ ７/１７．

体験日

体験日
各1,000円

第１・３火曜日 １９：３０～２１：００ ７/１５．
８/５．

はじめての韓国語 各1,000円 木曜日韓国語（初級）
体験日

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

月額：4,400円

第１・３ 水曜日第２・４ 土曜日
１３：３０～１５：００

月額：4,400円
１８：３０～２０：００

月額：4,400円

火曜日韓国語（初級）

黄　ナナ（ファン　ナナ） ７/１６　８/６
第１・３ 水曜日

７/２２．

月曜 韓国語（中級）

１２：１５～１３：４５

もういちど韓国語（中級）
黄・韓国語教室主宰

第１・３月曜日

体験日　各1,000円

読み書きは一応一通りできる
方！もう１度始めましょう。

１日で
資格取得

受講料：全２回44,445円
教材費：3,889円

８/４．

韓国語講師　権　美蘭（ゴン　ミラン）

入門 初級
第２・４ 火曜日

アメリカ人講師　レスター

１０：３０～１７：００
7月20日

 Ｔwinkle Ｃｏｌｏｒ主宰   如月　千冬
受講料：18,000円　教材費：1,500円

１３：３０～１５：００

・９/７　日曜日　１４：３０～１８：３０　　

新　夜クラス

１９：１５～２１：００

１日で

第２・４土曜日　

体験日
各1,000円

１０：３０～１２：００ ７/２１．

第４ 金曜日

体験日
各1,000円
７/１６．
８/６．

フランス語
午後クラス 夜クラス

８月スタート韓国語

８/２．
８/９．

絵
画

体験日

第１　水曜日

紫玉の、人生が変わる
美文字レッスン

１０：３０～１２：００

創
作

　　色の使い方がグングン上達する ゆったり絵画教室 体験日各1,000円

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

画家

旅行に役立つ水彩画 体験日各1,000円

魔法のスケッチ 体験日各1,000円 ７/２４  ７/３１ ７/１１  ７/２５
７/１２  ８/９

画家
岩部　暁明 樋口　研司

料金は
税別表
示

第２ 土曜日 第２・４ 木曜日 第２・４ 金曜日
１３：００～１５：００ アートデザイナー １３：３０～１５：３０ １０：１５～１２：１５

月額：2,500円 江森　ケンジ 月額：4,000円 月額：4,400円

色えんぴつで描くワンちゃんの絵 パステルアート ぬり方の基礎から表現へ 体験日各1,000円
写経と写仏と法話

体験日各1,000円

色鉛筆のき・ほ・ん
７/１１  ７/２５ ７/１０  ７/３１

日本パステルホープアート協会 宗教の有無は問いません、
写経と法話によって慈悲深
い豊な心を身につけましょ

各1,000円 認定　正インストラクター 色鉛筆画家
 ８/６ 藤野　里美 体験日 Ｋ・Ｈ

第４　土曜日 各1,000円 第２・４ 金曜日 第２　木曜日 山野山正延寺
１３：００～１５：００ １０：３０～約２時間  ７/２６ １０：１５～１２：１５ １０：３０～１２：００ 副住職
月額：2,300円 月額：2,000円  ８/２３ 月額：4,400円 月額：2,000円 田中　宥弘

美しいかな書道
体験日各1,000円

基本から学ぶ夜の 体験日 絵と書と俳句
体験日各1,000円

７/１５  ８/５ 各1,000円 ７/２３  ７/３０

書道Café
７/１６． 俳書画美術

体験日各1,000円 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。美しい字
を書くポイントを丁寧にお

日展会友 書家 ８/６． 　 交友会講師
７/１６  ８/６ 前　遊舟 乙坂　紫玉 小山　典子

第１・３ 水曜日 第１・３ 火曜日 第１・３ 水曜日 第２・４水曜日
１９：１５～２０：３０ １０：３０～１２：３０ １９：１５～２０：３０ １０：３０～１２：３０

月額：3,790円 ます。　　　書家　　乙坂　紫玉 月額：4,000円 月額：3,790円 月額：4,000円

胡桃沢ひろこの、大人の書道 美しくなるペン・ボールペン字 暮らしに役立つ実用書道
体験日書道最高師範として、テレビ朝日・フジＴＶ

の取材を受けた講師から、書道の基本か
らインテリアにもなるアートな書道まで学

年賀状から、祝儀袋の表書き
など、あらたまった場面で筆を
上手に使えるようになる 講座

体験日 各1,000円
書家　ペン字講師　小山　典子 各1,000  ７/１５
第１・３　月曜日 第４　木曜日  ７/３１ 第１・３ 火曜日

美しいに文字になるように、基
本から丁寧にお教えいたしま

 ８/５
１３：３０～１５：００ 書家・書道最高師範　 １０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０  ８/４ １０：３０～１２：３０ 日展会友　　

第２ 水曜日

月額：2,200円 胡桃沢　ひろこ 月額：3,500円 月額：1,850円  ８/１８ 月額：4,000円 前　遊舟

ほわほわワンコ羊毛フェルト
体験日　1,000円

はじめてのフルーツ＆ソープカービング フルーツ＆
ソープカービン

体験日各1,000円
 ９/２５ ８/６  ９/３

身近な 野菜やフルーツや石鹸
を、ナイフ１本で華やかに♪基
本から丁寧にお教えいたしま

羊毛フェルト作家 体験日 カービングインストラクター
副島　康恵 各1,000円 志村　麻衣
第４　木曜日 第２ 月曜日 Studio Siam専任講師  ７/１４ 第１ 水曜日

１３：００～約２時間半 １０：３０～１２：３０ 宮澤　栄  ８/１１ １３：３０～１５：３０

月額：2,000円 月額：2,200円 月額：2,500円

ビーズアクセサリー
体験日各1,000円

ジュエルＤeＣoＲe
体験日各1,000円

大人可愛いペーパーアート７/１８  ７/２５ ７/１８  ７/２５
ビーズアートステッチ専任講師 ビーズアートステッチ専任講師 額飾りやポットアレンジメントなど、

毎回季節感のある作品を作りまハマダ　ミチコ ハマダ　ミチコ
午前クラス 午後クラス 午前クラス 午後クラス （社）日本ペーパーアート協会本部講師　前田　京子

第３ 金曜日 第４ 金曜日 第３ 金曜日 第４ 金曜日 第１ 金曜日 体験日各1,000円
１３：３０～１５：３０ １０：００～１２：３０ １３：３０～１５：３０ １０：００～約２時間 ８/１  ９/５

月額：2,200円 月額：2,200円 月額：2,200円 月額：2,200円 月額：2,000円
１０：００～１２：３０

アイシングクッキー認定講師

リボンレイ わんこ服にゃんこ服 キラキラ☆スワロデコレーション アイシングクッキーを作りましょう

リボンレイインストラクター ココハニーオンライン 体験日
茂木　ゆみ 体験日 文化式婦人朋製図士 　ショップ主宰 各1,000円

各1,000円 伊草　晴美 星野　佳世子  ７/１９
第１ 土曜日 ８/２． 第１・３　木曜日 第3 土曜日  ８/９ 第１ 土曜日

１０：３０～１２：３０ ９/６． １３：００～１５：００ １３：００～１５：００  ９/２０ １３：３０～約２時間

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

やさしい手編み 無料見学
はじめての洋裁 着物リフォーム パッチワーク 体験日各1,000円

７/２４  ７/３１ ７/３１  ９/１１
〈財）日本編物 文化式婦人朋製図士 文化式婦人朋製図士 日本手芸
手芸協会 伊草　晴美 伊草　晴美 普及協会講師
 笠原　美智子 第１・３　木曜日 体験日 第１・３　木曜日 体験日 　川崎　正美　
第２・４ 木曜日 １３：００～１５：００ 各1,000円 １３：００～１５：００ 各1,000円 第２　木曜日
１０：００～１２：３０ １５：３０～１７：３０ ７/１７． １５：３０～１７：３０ ７/１７． １３：００～約２時間

月額：4,500円 月額：4,400円 ８/７． 月額：4,400円 ８/７． 月額：2,000円

音
楽

やさしいボイストレーニング ママ＆ベビー 体験日　各1,000円
体幹を意識した

体験日　各1,000円

８/４  ８/１８ ８/７  ８/２１
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　各1,000円 はじめてのボイトレ♪ ボディメイク＆ボイストレーニング８/４  ８/１８
藤原歌劇団所属　ソプラノ歌手　　和泉　聰子 ラジオＤＪ　シンガソングライター　ＴＯＭＩＫＯ☆

料金は
税別表
示

第１・３ 月曜日藤原歌劇団所属 第１・３ 月曜日 赤ちゃんを抱っこしながらボイトレ♪
先生の歌声に親子でうっとり、童謡
のレパートリーも広がります

第１・３ 木曜日 五感をフルに使い、声を磨き感
情を解き放ち、気持ちもスッキ
リします♪

１１：３０～１２：３０ ソプラノ歌手 １０：１５～１１：１５ １９：１５～２０：３０

月額：4,000円 　和泉　聰子 月額：4,000円 月額：4,000円

ボイストレーニング 体験日各1,000円
ボイストレーニング

体験日各1,000円 ジャズソング７/１５  ８/５ ７/２３  ７/３０
声楽家 超難関の宝塚に毎年合格者を送り

出している声楽講師から学べる、魔
法のように声が素晴らしくなるレッス
ンです。

ボイストレーナープロとして活動する歌手達の
指導･育成を行う。ジャズ専門
誌において「大成の期待できる
歌手」と評価を得る実力派シン
ガー

ジャズシンガー
渡部　玲子 　大野　めぐみ 大野　めぐみ 体験日

第１・３ 火曜日 第２・４ 水曜日 第２・４ 水曜日 各1,000
１５：００～１６：１５ １２：５０～１３：５０ １４：００～１５：１５  ７/２３
月額：4,000円 月額：4,000円 月額：4,400円  ７/３０

ウクレレを弾きましょう♪ ハワイアンウクレレと歌 歌謡曲・演歌・ＰＯＰＳ
ウクレレ奏者　 体験日 火　７／２２　７/２９ ハワイアン歌手　ウクレリスト 体験日 必ず上達する 体験日

　安達　登 各1,000円 土　７／１２　７／２６ アネラ 各1,000円

第２・４　土曜日 第２・４ 火曜日 第１・３ 火曜日 第１・３ 火曜日

各1,000円
中級クラス 入門クラス 夜・入門クラス 　　　（入門） 　（中級）  ７/１５ カラオケ教室♪  ７/２１

第２・４　土曜日  ８/５  ８/４
１３：１５～１４：４５ １５：００～１６：３０ １９：１５～２０：４５ １１：３０～１２：４５ １３：００～１４：１５  ８/１９ カラオケの上達はカラオケBOXと同じ機

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
キーのコントロール、発声の仕方、音程の

月額：4,000円 月額：4,000円 月額：3,790円 月額：4,400円 月額：4,400円  ９/２

月曜日はマンドリンの日 スチールギター はじめてのウクレレ
東京マンドリンアンサンブル　田村　恵子 スチールギタープレイヤー　小林“LION”潔 ウクレレプレイヤー　小林“LION”潔 　第１・３ 月曜日月額：4,000円 ます
第２・４　月曜日 体験日各1,000円 第１・３ 月曜日 体験日各1,000円 第１・３ 月曜日 体験日各1,000円 午後クラス：13：30～15：30 振替可能
１４：１５～１５：４５ ７/１４  ７/２８ １５：３５～１７：０５ ７/２１  ８/４ １４：１０～１５：２０ ７/２１  ８/４ 夕方クラス：16：00～18：00 森のアトリエ主宰

月額：4,400円 月額：4,000円 月額：4,000円 　夜クラス：18：30～20：30 森　みさ子

お好きな曲でギター ３０分 愛唱歌・こころの歌 ピアノレッスン20分個人 やさしいピアノ 体験日 水　７/２３　７/３０
個人 各1,000円 木　７/１７　７/２４

午後クラス 夜クラス 体験日 コーラス指揮者　　大滝　和子 元桐朊学園大学附属音教講師　　 国立音楽大学教育音楽科卒　　大滝　和子 金　７/１８　８/１
第１・３　木曜日第１・３　月曜日  ７/１７ 第１・３ 火曜日 体験日各1,000円 第２・４　金曜日 中島　伸子 第２・４ 水曜日 毎週 木曜日 毎週　金曜日 ３０分
１３：３０～１７：００ ２０：３０～２２：００  ８/４ １０：００～１１：００ ７/１５  ８/５ ９：３０～１２：３０ 体験日各1,000円 １３：３０～１８：００ １３：３０～１８：００ １６：３０～１８：３０ 個人
月額：4,000円 月額：4,000円  ８/７ 月額：3,000円 月額：4,400円 ７/１１  ７/２５ 月額：3,400円 月額：6,000円 月額：6,000円 レッスン

料金は
税別表示
です。

８/４．
７/１７．
８/７． ８/９．

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。２４回の受講でプ
ロ認定いたします。（振替
可能）

水　７／１６　９／１７

料金は
税別表示
です。

第３　水曜日 第４　月曜日 第４　月曜日

第１・３月曜日 第１・３木曜日

１２回の受講でプロ認定いたします。

月額：2,000円

月　７／２８　９／２２

日本サロネーゼ協会（ＪＳＡ）

１０：３０～１２：００

第３ 金曜日
１０：００～約２時間

第４　月曜日

リンパセラピースーパーアドバイザー

桑田　安子 ８/２６．

スポーツ選手や芸能人が通う、表参道の有名クリニック
勤務の先生が耳ツボ測定器で一人ひとりの健康をアドバ
イス！健康になる耳ツボのマッサージ法も学びます。

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


