
韓国語講師　金　英珠
第２・４　月曜日

１３：００～１４：００

　５/２１　。

午後クラス 夜クラス
第２・４　土曜日

体験日　各1,000円

音色が五感に響く

体験日
各1,000円

月額：3,000円

日曜日の毛筆・硬筆

対象年齢　小学生以上
秋雲書院　主宰　大友　秋雲

毎週　金曜日
１０：３０～１２：００

無料体験日

飾っても、贈って
も、使っても素敵な
フランスの手工芸
をです。

のびのび絵画工作教室

対象年齢：年長～小学生 無料体験日
木　４/２４．

momocabell主宰　

岩崎　絵理香

木　５/１．

木　５/８．

土　５/１０．

ほめて伸ばすそろばん教室
画家・造形家　今井ちひろ

５/６  ５/２０

のびのび絵画工作教室無料体験日
水　４/２３

水　５/１４

水曜クラス

無料体験日

無料体験日

５/６  ５/２０ストリートダンス

日　５/１１ 　４/２１　。

第１・３　水曜日

月額：3,000円月額：4,000円

夜のギター
第１・３火曜日

１７：００～１８：３０
月額：3,600円

ダンスインストラクター

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☆

第１・３　月曜日第１・３　月曜日
１４：１０～１５：２０

小林“LION”潔

　４/２１　。

体験日　各1,000円

 Studio Nazar所属 体験日

フィットネス
　　ボクシング

第２・４　日曜日 月額：4,000円

ベリーダンス（火）４/２７  ５/１１

５/１３．
５/２．

５/１６．

５/７ 　５/１４

第２・４ 水曜日

内藤大助選手との素晴らしい試合
で観客を魅了した講師です

毎週　木曜日　月額：7,600円

無料個別面談

月額：3,000円

FTPマットピラティスインストラクター

月額：3,000円 今井 沙那恵（小４～中学生）１８：００～１９：００

あい☆つん
ダンスインストラクター

井上　浩一

はじめてのフラダンス

　日野　智子
毎週土曜日

第１・３　金曜日 体験日
１５：３０～１7：００

カレイレフア フラ ネットワーク

所属インストラクター　
体験日

各1,000円
４/２６．

月額：6,000円
１９：１５～２０：３０ １９：１５～２０：３０

月額：4,000円

５/１０．

５/１７．

５/２４．

ダンスインストラクター

バレエストレッチ＆美ボディＹＯＧＡ

体験日　各1,000円

各1,000円

月額：3,000円

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。

金曜日クラス
第２・４　火曜日 第２・４　金曜日

無料体験日 こども書道教室

　５/１２　。

　４/２２　。

１６：３０～１８：３０ １６：３０～１８：３０
月額：3,000円 月額：3,000円

月額：4,400円 月額：4,400円
１２：１５～１３：４５
第１・３ 月曜日

カウンセラーを目指す方
はもちろん,家庭や職場で
も必ず役立つ内容です。
(修了証交付)

体験日　各1,000円

４/２５　　５/９　　５/２３　

各1,000円やさしい韓国語

月額：2,000円
１２：００～１３：３０

月額：2,200円

第４　木曜日
１３：００～約２時間

第２・４　金曜日

心理カウンセラー養成講座Ⅱ

　カウンセリングの理論と実践
月額：3,980円

パステル和アート

日本パステルホープアート協会

正インストラクイター　藤野　里美

１級色彩コーディネーターの講
師から学べるパステル講座で
す。初めての方でも基本から丁
寧にお教えいたします。

第４　土曜日
１０：３０～約２時間

月額：2,000円

心と体を癒す心理学
　瞑想や呼吸法も取り入れた

４/２６ 　５/２４

１０：００～１２：３０ 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

体験日５/１１　１１：００～

　５/２２　。

1,000円カルトナージュ

　５/１９　。

火　５/１３　 木　５/８体験日　各1,000円

１６：００～１7：1５

　火　５/１３

４/２１　　５/１９

バレエの動きを取り入れ
た、床に座ったり寝たりし
た姿勢で行うレッスンで
す。　年齢、性別、キャリ
アを問いません。

月額：3,980円

月額：4,400円

運命の色とファッション講座

ウクレレプレイヤー

小林“LION”潔

１７：３０～１８：３０

世界大会第２位のダンスインストラクター　　　あい☆つん

月額：4,000円
バーアスティエ協会公認講師

月額：4,000円 今井 沙那恵

（小学生）

無料体験日体験日　各1,000円

　５/１９　。 ＫＩＤS☆DANCE
基本から丁寧にお教えい
たします。確実な技術を
身につけましょう♪

お灸とツボ押し講座

対象年齢：小学生 月額：3,000円

　金　５/９

韓国語を学びながら、グルメ・ド
ラマ・ショッピングファッション・美
容の最新情報も満載！楽しい
時間を過ごしましょう♪

互味　叡淳

はじめての韓国語
　５/１９　。

１８：００～１９：００

書家　日本文化研究家　柴田　まさみ

著書「モダンスチールギターメ
ソード」が大好評の有名な講師
から優しく教わります。

２０：１５～２１：４５
第１・３　月曜日

１７：００～１７：５０

　５/３１　。

　５/１３　。

ボクシング元日本フライ級１位　　榎本　信行

１０：３０～１２：００

　　秋雲書院　主宰　　大友　秋雲

５００円のクオカード １８４名様

　５/１１　。

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。免疫力の強化はもちろ
ん、美しいプロポーションも作ります。

体験日　各1,000円

５等

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。服飾デ
ザイナーとしてＴＶ・雑誌などメディア実績
多数の講師です。５月２１日スタート

クセ字を改善！毛筆と硬筆

１８：３０～２０：００

第２・４　日曜日

第２・４　火曜日

心理学をベースにグルー
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。

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？世界で6人目となるマスタート
レーナーの講師から学べます。

米国ヒプノセラピー(ABH)協会認定　

朝９：００からの英会話

　　　　人気のため３クラス目 体験日　各1,000円

第１　日曜日

体験日　各1,000円

第３　月曜日

体験日

第２・４　日曜日

月額：4,000円

１３：３０～１５：００

体験日　各1,000円

第２・４ 水曜日

５/９．

（初級）２０：１５～２１：４５

第３　水曜日

第１・３ 土曜日

３０分個人レッスン

各1,000円

　Ayaka 各1,000円

体験日　各1,000円

５/１１．

５/１４．

ＡＳＡＲＩ

１３：３０～１５：００

４/２５．

１１：００～１２：００
月額：4,400円

月額：4,400円

体験　各1,050円

基礎から学べるフラダンス

１万円の商品券

Ｋ－ＰＯＰダンス５/６  ５/２０

２等

６/１１．

９：３０～１０：３０

ストリートダンス

５名様

１等 ３万円の商品券

４等 １，０００円のクオカード ４８名様

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。

第１・３ 火曜日

心に響く短歌教室
体験日　各1,000円

１３：００～１４：３０
第２　金曜日

月額：4,000円

午後クラス

月額：4,000円

月額：2,500円
１３：００～１４：３０

月額：2,300円

グループレッスン

１３：００～１４：００ １０：００～１１：３０

体験日

ヨガインストラクター
心理カウンセラー

蓬田　恵子

月額：3,980円

第２・４　火曜日 第２・４　木曜日第３　水曜日

　４/２８　。

体験日

韓国語講師　李　恩恵

　５/２　。

第１・３　土曜日

　６/２　。

各1,000円

　５/１１　。

　　ドラマや旅行がもっと楽しくなる
　５/２４　。

１９：１５～２１：００
月額：4,000円

日本ラカン精神分析学会会長

　　基本から順番に

（入門）１８：３０～１９：３０
（初級）１９：４５～２１：００

体験日　各1,000円

バレリーナ　　yuu 

１９：００～２０：００
月額：4,000円 榎本　信行

体験日　各1,000円

第２・４火曜日 ４/２２．

ダンスインストラクター第１・３　火曜日

無料体験日

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☆

ストリートダンス

個別数学

はじめてでも安心

９：００～１０：１５

体験日　各1,000円

　４/２７　。

簡単でやさしい会話から
始めます。基本を復習し
ながら、英会話の幅を広
げていく入門クラスです。

井上数学教室主宰

入門クラス
マスタートレーナー　森田　飛鳥

月額：6,000円

第２・４　水曜日
１３：３０～１８：００

１７：３０～１８：３０

第２・４　日曜日

（園児～小３）１７：００～１７：５０

無料体験日

５/１１  ５/２５

美しい文字は、大人になってからも身を助け
てくてます。正しい書き順、美しい字体を

基本から学びます。

月額：4,000円

無料体験日

金　４/２５　５/２

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。


湘南乃風・175R・DJOZMAなど数々のPV
に出演の講師から学べます！

内藤大助選手との素晴らしい試合で観客を魅
了した榎本選手から、ボクシングを通じて基礎
体力と強い心を養います。

月額：3,400円

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！

１７：３０～１８：３０

健康応援割：２講座目以降はヨガ・ピラティス・バーオソルの受講料が半額

月額：3,000円

月額：3,800円

　　　登心会　　　安達　登

４/２３ 　５/７

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ができるよう
に基本をしっかり学びます。

対象年齢：小学生

月額：4,000円下関　崇子

ヒーリングヨガ
体験日　各1,000円

月額：3,980円

１６：００～１７：１５

５/１７  ５/３１

Ｍａｋｉ-Ｌｏｎｇ

各1,000円

ベリーダンス（金）

１９：１５～２０：３０

第２・４金曜日

（入門）１９：００～２０：１５

女性のための

麻雀教室
体験日　各1,000円

ベリーダンス講師

４/２３．

４/２７．

１７：３０～１９：３０

第２・４　金曜日

脳力が目覚める速読

２名様で：4,000円

５/８  ６/１２

５/９．宮原　勉

各1,000円
４/２５．

月額：3,500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。

１４：１５～１５：４５

日本プロ麻雀連盟所属

体験日

１３：００～１５：００ 天象短歌会会長

写経と写仏と法話

第２　木曜日
１０：３０～１２：００

体験日

副住職

柴田　まさみ

内山　えみ

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
を身につけましょう。

山野山正延寺
１４：１５～１６：１５

月額：2,000円

月額：2,000円

山田雅人の「映画・舞台・名馬」の世界

５/６  ５/２０

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

体験日

１９：００～２０：３０

４/２４．

やさしい朗読
月額：2,800円 開演　１８：３０～魔法使い　ぺる

体験日　各1,000円

５/９  ６/１３

開場　１８：００～
第４木曜日

各1,000円

マジシャン・タレント
５/２２．

ぺる先生の手品教室
体験日　各1,000円

４/２５  ５/２３

文学研究家
５月３１日（土）

料金：2,500円

百人一首の才女たち

第４　金曜日

恋あり、陰謀あり、女流歌人たちの人生に迫
ります。歴史上の女性の生き方には、現代女
性に通じる人生の真実が秘められています

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

NPO 日本朗読

ノエラニ　オ　マイレ石亀
体験日 体験日

佐々木　美和 各1,000円
ＢＩＧ ＡＬＯＨＡＨＵＬＡ ＳＴＵＤＩＯ 主宰

エンジョイハワイアンフラ
田中　宥弘

第１・３・４ 木曜日

月額：4,000円

５/１．

月額：2,500円

各1,000円
４/２４．

料金は
税別表示
です。 月額：8,800円

文化協会専任講師　渡部　玲子

初級クラス ４/２３．

月額：4,400円
１０：４５～１２：００

第２・４　水曜日

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。

ＳＩＬ認定講師
佐藤　昌幸

５/１４．

世界大会第２位の実力者！

第１・３ 火曜日 あい☆つん

月額：4,000円

入門クラス

月額：3,780円
１０：３０～１１：４５ ５/１５．

５/２２．

１６：００～１７：００

第２・４日曜日

榎本　信行月額：3,000円
１４：１５～１５：１５

料金は
税別表示
です。

ダンスインストラクター

護身と体力作りにボクシング

１９：１５～２０：４５
月額：2,０00円

第２・４　月曜日
２０：１５～２１：１５

月額：4,000円

第１・３　土曜日

元プロキックボクサー

全日本琉球古武道連盟　監査

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。

月額：4,000円

５/１７  ５/３１

月額：2,980円

毎週　木曜日
木曜クラス 土曜クラス

　　対象年齢　小学生

　ASARI

常見珠算学院代表  常見　明

４/２７  ５/１１

毎週　土曜日

第２・４ 水曜日

レタスクラブ・ＳＰＡ・韓国ＴＶに出演
の講師から楽しく教わります。

日本ストリートダンス協会認定指導員

５/２８．

ボクシング元日本フライ級１位

ヨガインストラクタ　　yuu 

ボクシング元日本フライ級１位

アクティブYOGA
　　　　エイジングケア

第１・３　水曜日

ダンスの基本を学びましょう♪
無料体験日

体験日　各1,000円

４/２８  ５/１２

１９：１５～２０：３０
第２・４ 月曜日 １４：３０～１５：４５

　火曜日クラス
土曜日クラス

第２・３　土曜日

１６：３０～１７：３０

土　４/２６．

１６：３０～１８：３０１５：００～１８：００

ウクレレのき・ほ・ん♪

毎週 木曜日

（小学生）

第２・４　日曜日月額：6,000円

森島　俊江

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）

信用金庫

月額：3,000円
（4才～６才）

フリータイム制ですので時間内にお越しください

火曜日クラス （小４～中学生）
第１・３火曜日

月額：4,400円

第１・３ 水曜日

５/６  ５/２０

木　４/２４　５/１

○２０：１５～２１：４５下関　崇子

国立音楽大学教育音楽科卒　　大滝　和子 ダイエットに護身
に、ストレス発散
に！

ピアノ３０分個人レッスン

月額：4,000円

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

１５：４０～１６：４０

アルバイト募集中（勤務時間９：００～２１：３０の間で応相談・給与, 詳細は面談にて）

第１・３火曜日

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

会員数１，２００名突破記念！
キャンペーンのご案内

吉川カルチャークラブ　048-984-3111（ご体験は事前にご予約をお願いいたします。）

月額：3,600円

画家・造形家　今井ちひろ

亀有

（園児～小３）

月額：4,000円

１７：００～１８：３０

（小学生）

無料体験日

第１・３火曜日

　５/１９　。

３等 ５，０００円の商品券

体験日　1,000円

心理セラピスト養成講座

４月生
募集確実にマイナス５才！トータルに貴女を変身させます

表参道の有名クリニック勤務の講師か
ら、冷え症・足のむくみ・腰痛・肩こりな
ど，悩みに合わせてレクチャー。身体全
体のバランスを整えて、自然治癒力を高
めます。（全４回）

鍼灸師　横田　千枝

夜クラス

１９：１５～２０：４５

１０名様

３名様

体験日　各1,000円

骨盤調整ピラティス

体験日　各1,000円

フランスの手工芸

対象年齢：小学生

月額：3,000円

月額：4,000円

基本をしっかり学べる 基本を完璧に学べる！

１９：１５～２０：３０

　４/３０　。

４/３０　５/２１

５/６  ５/２０

ギター講師　ＺＡＫＫ

エレキギターからアコースティク
まで、希望やレベルに合わせて
レッスンいたします。

スチールギタープレイヤー

英語・仏語通訳案内士　　英文法の達人

Shinya Hayasaka

１５：３５～１７：０５

スチールギター
　　　私が有名な小林“LION”潔です

月額：4,000円

認定講師　　　蓬田　恵子
IYCキレイになるヨガインストラクター

１３：３０～１４：４５

美脚　キックボクシング

第２・４　火曜日

バーアスティエ協会公認講師　森島　俊江
各1,000円 ５／１０　５／１７

４/２８  ５/１２ ピラティス

１１：００～１２：１５

ムエタイキッズ
体験日

元プロキックボクサー・ムエタイ選手

第１・３ 金曜日

１７：３０～１８：３０

無料体験日

対象年齢：小学生

ピラティスインストラクター　今井 沙那恵

１３：３０～１４：４５

振替可能

バーアスティエ

第２・４ 水曜日

４/２８  ５/１２
無料体験日

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・３ 水曜日

１９：１５～２０：４５

第２・４　水曜日
１７：３０～１９：３０

月額：3,800円

水　４/２３　５/１４

体験日　各1,000円

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。

○１８：３０～２０：００

パンチやキック、ひざ蹴りなどの技の習得と
ミット打ちが中心なので、痛い、危ない、は一
切ありません。

第２・４　月曜日

第２・４　日曜日

１３：３０～１５：００

日曜クラス

脳が磨かれる速読講座

フリータイム５０
分制、時間内に
お越しください。

体験日　各1,000円

１１：００～１２：００

ＡＳＡＲＩ

　　夏が来る前に

ピラティスインストラクター　今井 沙那恵

5/17 　５/31

はじめてのＫーＰＯＰダンス
尐女時代やKARAみたいにかっ
こよく可愛く踊りたい！！ダンス
の経験は問いません。子供から
大人まで楽しくダンスしましょう
♪

　４/２１　。

体験日　各1,000円

　５/２１　。

１８才未満　月額3,000円

日本ストリートダンス協会認定指導員

　４/３０　。

（１８才未満）月額：1,500円

第１　金曜日

マイレ本間フラ・スクール講師

はじめての護身術

夜クラス

４／２２　５／１３

下堂薗　綾子

月額：4,400円

４/２４　・５/１

第１　金曜日

４/３０　５/２１

料金は税別表示です。

第１・３ 土曜日

毛筆、硬筆(鉛筆・万年筆など）の 正し
く美しい文字の書き方を基礎から丁寧
にご指導いたします。

第１・３火曜日

午後クラス

フィットネスボクシング

(大人）月額：3,980円
（１８才未満）月額：3,000円

(大人）月額：1,980円

趣
味

子
供

ダ
ン
ス

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

料金は
税別表示
です。

１３：３０～１５：００

韓国語の発音や会話の基礎を
学ぶ入門クラスです。

ＫＩＤS☆DANCE

５/２  ５/１６ 骨盤調整ピラティス

１５：４０～１６：４０

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）

月額：4,200円

バー・アスティエ

第１・３火曜日
（4才～６才）

月額：3,800円

読書の速度はもちろん、記憶力ＵＰ、運
動神経や考える力、全てが向上します。

経験豊富な講師が 、お子様のレベル・希望
に合わせて丁寧な指導を行います。

  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。

※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 

総額 

通常5,250円 
 のところ 


