
第１　土曜日

月額：2,200円

ストレスケアセラピスト養成講座
体験日　1,000円

８/２１　１１：００～約７０分

美しいペン・ボールペン
（午後）小山　典子（夜）　乙坂　紫玉

１１：１５～１２：３０ １２：００～１３：３０

月額：4,400円 月額：4,400円

８/２４．

９/２８．
夜

９/７．

９/２１．

第１・３ 水曜日

ウィルビー外語学院所属講師　アルマ

仏語通訳案内士　Shinya Hayasaka

発音・文法から分かり易くお教えい
たします

体験日
各1,000円

８/１７．

各1,000円
８/９．

第２・４ 火曜日

骨盤調整ピラティス

１３：００～１４：０５ １４：２０～１６：００

月額：5,000円 月額：4,000円

新 幸せを引き寄せる占い教室

９/２．

月額：2,200円 １０/７．

８月２１日（日）１０：３０～１２：３０１day入会不要

９/７．

ＳＴＯＴＴピラティス公認インストラクター　今井 沙那恵

１２：００～１３：３０

月額：2,000円

月額：4,000円

第２・４　日曜日
８/２８．

９/１１．

体験日

８/２３．

運命の原因と結果の法則

体験日
第１　金曜日 各1,000円

本物のカラオケの機械を
使ってレッスンします♪お気
軽にお越しください

修了証授与

年間講演１００回以上の講演実績
のある講師から、運命の原因と結
果の法則を学びます

体験日　各1,000円

８/２３　９/１３

１９：１５～２０：４５

体験日

やさしい心理学 体験日　各1,000円
月曜クラス

美容と健康にかかせないリンパのケアを学びます。
血行を促進し代謝を上げます。

３０分個人 グループレッスン
第２・４　火曜日第２・４　火曜日

新

第４　月曜日
文学博士　　岡田　人篤

第４ 　土曜日第２　月曜日

　　飯田　隆史

筆跡診断士・筆跡鑑定人養成講座
筆跡から性格を分析し、遺言書などの筆跡鑑定の技術を学ぶ講座で
す。「その人らしさ」や「心の状態」も知る事ができます

鑑定士

午後

体験日

月額：2,000円

月額：2,200円

８/１７．　９/２１

９/１３．

＆手相マッサージ師養成講座

８/２９．

手相鑑定士　岡田　人篤

体験日

月額：2,000円

１９：１５～２０：３０
各1,000円

水曜午前クラス

９月２５日（日）１０：３０～１２：３０１day入会不要

第４　月曜日

開運鑑定士
岡田　人篤

８/２４．　９/２６

月額：2,000円

１０：３０～１１：４５

大槻　和美

８/２０．

体験日
第３ 土曜日 各1,000円各1,000円

１４：３０～１５：４５

９/６．

８/１６．

第１・３ 火曜日

各1,000円

あい☆つん 榎本　信行

フィットネスボクシング

８/１７．

９/７．

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
安定します月額：2,500円 ９/１７．月額：4,000円

心理セラピスト養成講座（夜）

第２・４ 金曜日

月額：4,000円 ９/９．

体験日
第２・４土曜日

月額：2,000円

１９：１５～２０：４５

１０：３０～１２：００

８/２７． １９：１５～２１：００ ８/２６．

１９：１５～２０：４５１５：３０～１６：３０ １８：００～１９：００ 土曜クラス

８/２７．　９/２４

体験日各1,000円

心理カウンセラー養成講座

心理療法士養成講座
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。

互味　叡淳 体験日

新

（月）８/２２　９/２６　（水）８/１７　９/２１
第４　月曜日 第３　水曜日

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。ここ
を見た方はラッキーです。

８/８．９/１２

月額：2,200円

１０：００～１１：３０

月額：2,000円 月額：2,000円
１９：１５～２０：４５

９月２５日（日）１３：３０～１７：３０ 薬剤師　村松　早織

第４　月曜日 第３　水曜日

受講料：3,800円　教材費：800円(修了証代含む）

薬酒・薬膳スペシャリスト養成講座
薬酒と薬膳の作り方を身につける講座です。薬学的な効能も合わせて
学びます。１day入会不要

手相の神秘

月額：1,850円

各1,000円

東洋式ハンドリフレク
ソロジー、筋肉の仕組
み、手相・視点、ツボ
から総合的に学びま
す先着１６名様

リフレマスター養成講座

受講料：3,800円　教材費：800円(修了証代含む）

新

体験日

受講料：3,800円　教材費：800円(修了証代含む）

耳リフレスペシャリスト養成講座

８月２８日（日）１０：００～１２：００１day入会不要

受講料：3,800円　教材費：800円(修了証代含む）

１９：１５～２０：３０

受講料：3,800円　教材費：800円(修了証代含む）

新

新

新
楽譜の読み方、呼吸法など
一人ひとりのペースに合わ
せて指導いたします。

新

体験日

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）

ロックンロールビギナーダンス新

ストリートダンス（入門）

８/９　９/１３

各1,000円
 ゲシュタルトセラピスト　原田　成志

ダ
ン
ス

１６：４５～１７：４５

月額：2,200円

１９：１５～２０：４５

体験日
各1,000円

１９：１５～２０：３０
第１・３ 金曜日

８/９．

月額：4,000円

 安伶

エイジングケアピラティス

第４　月曜日
１６：３０～１８：００

１０：００～１１：００

月額：4,000円

各1,000円
体験日

第１・３ 水曜日

月額：4,000円

第１・３ 水曜日

８/２２．

体験日各1,000円

各1,000円
８/９． １３：３０～１４：４５

各1,000円
下堂薗　綾子

ノエラニオマイレ石亀

バーアスティエ

第２・４ 水曜日

８/２５．

１２：１５～１３：４５

月額：6,600円

月額：2,200円
芸能人も実践している健
康美容法です

８/２４　９/１４
体験日各1,000円

第１・３・４ 木曜日

８/１８．

体験日

健
康

月額：4,000円 ８/２３．

１６：００～１７：１５

月額：3,980円

第２・４火曜日 体験日
１４：３０～１５：４５ 各1,000円 第２・４　月曜日

号外
受講料は３ヶ月分前納制です（１day講座を除く）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記です

新

新 新

岡田　人篤

西洋式・東洋式リフレクソロジー、筋肉の仕組み、足
相・視点、ツボから総合的に学びます先着１６名様

中面右と裏面は三郷版

通常5,000円が2,500円（税別）９月１５日まで

吉川駅南口徒歩３分

９/２．

１３：３０～１４：４５

体験日

ヒーリングヨガ
月額：4,000円

８/８． ８/１９．

体験日蓬田　恵子

ベリーダンス
第２・４ 火曜日
（入門）１８：４５～１９：４５

ハワイアンフラ（水）

月額：2,500円 月額：4,000円

　Ayaka

８/２３．

ハワイアンフラ（木）

ここから下は吉川カルチャークラブの掲載ですＴＥＬ：０４８－９８４－３１１１

第1・３　月曜日

１２：００～１３：３０

新

占
い

８月２８日（日）１３：００～１５：００１day入会不要

月額：3,790円

お仕事のご提案もいたします

第２　木曜日

１２：１５～１５：００

各1,000円

８/２２　９/２６

第２・４火曜日
月曜夜クラス

（初級）２０：００～２１：１５

夢分析士養成講座（ドリームセラピスト）

８/２３．

体験日

自分が気づいていな
い自分や隠れた感情、
内なる欲求などに気づ
く分析方法を学びます

互味　叡淳

吉川市木売３－１－３常盤ビル３階

入会金半額キャンペーン中

お申込みは事前にご予約願います

表紙と中面左は吉川版

はじめての英会話フルート（３０分個人）

アルバイト募集
年齢：５０才まで　時給：８２０円～

時間：９：００～２１：００　勤務：週３～４日

１０：３０～１５：００　受講料　22,500円（５回分）
１２：３０～１４：３０

月額：5,000円

各1,000円

耳ツボ・耳マッサージ・耳相を中心に、耳に関する事
柄がたくさん学べて、講師として活躍できます
８月２８日（日）１５：３０～１７：００１day入会不要

新

第２・４ 火曜

第４　水曜日
１２：４５～１４：１５

新 女性のためのカラオケ教室

月額：4,400円

脅威の的中率推命と手相
半田　晴詠

新

ハンドリフレクソロジー

リフレクソロジー＆フットリーディング講座新

受講料：8,000円　教材費：3,500円(修了証代含む）先着１６名様

（まずはお電話をください）

教室準備・お客様対応などです

月額：2,200円

１０/７．

ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ　school ～Ariel～代表　梶ゆりこ

①骨盤ビュティーセラピスト　②耳ツボリフレ

健康と美容に効果的な『デトックスリンパセラ
ピー』を中心に、全身の基本テクニックから各
パーツ別のポイントを技術中心に学びます。
①～③の３つの修了証が取得できます

③トータルボディセラピスト 全９回の受講で修了証授与

体験日

第２　火曜日
１４：１５～１６：００

（入門）９：５０～１０：５０

坂東　和代

ハンドリフレクソロジー＆手相マッサージ・リフ
レクソロジー＆フットリーディング・耳リフレスペ
シャリストの３講座のご受講で（社）心理技能
協会より認定証が授与されます

究極の健康美容法リンパセラピー
９/１０．

各1,000円

心
理

新

はじめての五行歌

　認知症予防健康協会専任講師　他２名

「デジタルマインドマップ超入門」著者
他有名著書多数　金子　正晃

新

各1,000円

第３日曜日１０/１６　１１/２０　１２/１８　１/１５ 　２/１９

リンパケアトリートメント
９/５．

有延　千尋

厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が２
０２５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。

ベストセラー「脳からストレスを消す技術」有田　秀穂
色彩心理セラピスト押田和子　　他専門講師３名

月額：（入門）3,780円　（初級）4,000円
  プア　ナニカ　イリマ

桑田　安子 資格取得コース
第２　火曜日

（初級）１１：００～１２：１５

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

「腰とひざの痛みは消える」著者　　中島章夫

トータルボディセラピスト養成講座

　元脳神経外科勤務　鈴木　裕子

体験日　各1,000円

８/１１　９/８

各1,000円
９/２．

認知症予防トレーナー養成講座
１０/１６　スタート　　９/２５ 締め切り

月額：4,500円
五行歌の会同人

全９回の受講で認定証を授与いたします

第１　金曜日
１９：１５～２０：４５ 新

１０：３０～１５：３０

～第２期生募集　先着１０名様限定～

第３　日曜日

短歌や俳句が好きな方もぜひお越しくだ
さいませ、新聞でも取り上げられた今
話題の五行歌を、やさしくお教えいたし
ます。

ここから下は吉川カルチャークラブですＴＥＬ：０４８－９８４－３１１１料金はすべて税別表記です

語
学

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）
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

第１・３月曜日 １０：３０～１２：００
９/５．

第１・３火曜日 １９：３０～２１：００
９/６．

第１・３木曜日 １３：００～１４：３０
８/１８．

９/１９． ９/２０． ９/１．

やさしい韓国語（初級）
体験日

木曜日韓国語（中級）
体験日

土曜日韓国語（中級）
体験日

カルチャー業界 各1,000円 各1,000円 各1,000円
生徒数ＴＯＰクラス講師

第１・３月曜日 １２：１５～１３：４５
９/５．

第１・３木曜日 １０：３０～１２：００
８/１８．

第２・４土曜日 １０：３０～１２：００
８/２７．

金　英珠 ９/１９． ９/１． ９/１０．

やさしい英会話 体験日 月　８/８ 　８/２２ 水　８/１７ 　９/７
ゼロからの英会話 体験日各1,000円

各1,000円 火　８/９ 　８/２３ 金　８/１９ 　９/２ ８/２３　９/１３
入門 ＮＥＷ英語で 英語・仏語通訳案内士　Shinya Hayasaka ウィルビー外語学院所属講師

中級 初級 第２・４ 火曜 伝える日本文化 入門 中級 初級 初級 ＮＥＷ入門
第２・４月曜 第２・４ 火曜 １２：００～１３：３０ 第１・３ 水曜 第１・３ 水曜 第１・３金曜 第１・３金曜 第２・４ 火曜日 第２・４ 火曜日

１０：３０～１２：００ １０：００～１１：３０ １４：００～１５：３０ １０：００～１１：３０ １２：００～１３：３０ １０：３０～１２：００ １３：００～１４：１５ ９：４５～１１：００ １１：１５～１２：３０

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

歌って学ぶ♪大人の英語 やさしいフランス語 旅行に役立つイタリア語
大野　めぐみ 体験日 初級 中級 体験日 ＮＥＷ入門 初級 体験日
第２・４水曜日 各1,000円 第１・３ 水曜日 第１・３ 水曜日 各1,000円 第１・３金曜日 第１・３金曜日 各1,000円

１４：００～１５：００ ８/１０． １１：３０～１２：４５ １３：００～１４：３０ ８/１７． １４：００～１５：３０ １２：１５～１３：４５ ８/１９．

月額：4,４００円 ８/２４． 月額：4,400円 月額：5,000円 ９/７． 月額：4,800円 月額：5,000円 ９/２．
水

ぺる先生の手品教室 新

１３：１５～１５：３０ １1：４５～１３：４５ １４：１５～１６：１５ ８/２６．

はじめての着付け各1,000円 ８/１０．

日本プロ麻雀連盟所属　内山　えみ ９/１４． マジシャンぺる 体験日 沼尾　眞由美 体験日
第２　水曜日 第２・４　金曜日 第２・４　金曜日 金 第４木曜日 各1,000円 第１　日曜日 各1,000円

１９：１５～２０：４５ ８/２５． １０：００～約２時間 ９/４．

月額：1,980円 月額：3,500円 月額：3,500円 ９/９． 月額：2,800円 ９/２２． 月額：2,000円 １０/２．

心に響く短歌教室 新 はじめての五行歌 美しき西洋美術の世界 季節を楽しむ写真教室

趣
味

女性のための麻雀教室
体験日

第２　金曜日 体験日 基本からお教え
いたします

第２　木曜日 体験日 新聞でも取り上
げられた話題の
五行歌です

第１・３金曜日 体験日 イタリア旅行を
もっと楽しく！

第１　水曜日 体験日
１３：００～１５：００ ８/１２． １２：３０～１４：３０ ９/８． １０：３０～１２：００ ８/１９． １０：１５～１２：００ ９/７．

月額：2,500円 ９/９． 宮原　勉 月額：2,200円 １０/１３． 月額：5,000円 ９/２． 　　ＳＡＢＡ彩子 月額：2,200円 １０/５．

失敗しない話し方教室
体験日 （月）８/８　９/１２

　思いが伝わる話し方教室
体験日各1,000円

脳が強くなる！速読
体験日各1,000円

各1,000円 （土）８/２７　９/２４ 　８/２７　９/２４ 　８/１０　８/２４
ＴＶ朝日出演　セラピスト　原田　成志 どんな状況でも焦

らず話せるように
実践的なトレーニ
ングをいたします

　渡部　玲子 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
な講座です。声の出し方、言葉の届け方
をやさしくお教えいたします

第２・４ 水曜日 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２　月曜日 第４ 　土曜日 第４　土曜日 １８：３０～１９：３０
１６：５０～１７：５０ １５：１０～１６：１０ １３：００～１４：３０ １９：３０～２０：３０
１８：００～１９：００ 月額：各2,100円 月額：2,200円 月額：4,000円 佐藤　昌幸

グ
ル
メ

絶品！米粉でスイーツ作り パン作り12ヶ月 房総の太巻き花寿司
松本　宏枝

残席　３名

松本　宏枝 畔上　重子 ８月２３日スタート
第３　土曜日 ８月２０日スタート 第３　土曜日 ８月２０日スタート 第４　火曜日 先着８名様　限定

体験日　各1,000円

１３：３０～約２時間 先着８名様　限定 １０：００～約２時間 先着８名様　限定 １３：３０～約９０分

体験日

月額：2,100円　教材費：1,000円 月額：2,100円　教材費：1,000円 月額：2,500円　材料費：1,500円

創
作

絵
画

新 　美しきペン・ボールペン
午後

やさしい絵画教室

各1,000円

魔法のスケッチ８/２４． （木）８/１１　８/２５
MEW水曜クラス 夜クラス ９/２８． 　　　　　画家　岩部　暁明 （土）９/３　１０/１ 江森　ケンジ

１３：３０～１５：３０ １３：３０～１５：３０ １３：００～１５：００
第４　水曜日 第１・３ 水曜日 夜 第２・４ 木曜日 第２ 土曜日

９/１０．

月額：1,850円 月額：3,790円 ９/７． 月額：4,000円 月額：2,500円 １０/８．

１２：４５～１４：１５ １９：１５～２０：３０ ８/１７．

　　旅行に役立つ水彩画 パステルアート やさしい色えんぴつ 絵と書と俳句
樋口　研司 体験日 藤野　里美 体験日 樋口　研司 体験日 小山　典子 体験日

第２・４ 金曜日 各1,000円 第３　土曜日 各1,000円 第２・４ 金曜日 各1,000円 第２・４水曜日 各1,000円
１０：１５～１２：１５ ８/１２． １０：３０～約２時間 ８/２０． １０：１５～１２：１５ ８/１２． １０：００～１２：００ ８/１０．

月額：4,400円 ９/９． 月額：2,000円 ９/１７． 月額：4,400円 ９/９． 月額：4,000円 ８/２４．

心が落着くやさしい仏画 新 パステルシャインアート 新 心を贈る絵手紙 フルーツ＆ソープカービング
渡邉　榮峰 体験日 うえたけまゆみ 体験日

第２　木曜日 各1,000円 第２ 木曜日 各1,000円
伊藤　セツ子 体験日 山中　あゆみ 体験日
第４　金曜日 各1,000円 第２　月曜日 各1,000円

１０：００～約２時間 ９/８． １３：００～約９０分 ８/１１． １３：１５～約２時間 ８/２６． １０：３０～１２：３０ ８/８．

月額：2,500円 １０/１３． 月額：2,000円 ９/８． 月額：2,200円 ９/２３． 月額：2,200円 ９/１２．

プリザーブドフラワー 世界にひとつシルバーアクセサリー 大人可愛いペーパーアート ハワイアンリボンレイ
柴田　かおる 体験日 召田　幸恵 体験日 柴田　かおる 体験日 茂木　ゆみ 体験日

第１ 土曜日 各1,000円
１０：３０～１２：３０ ９/３．

第１ 金曜日 各1,000円 第１ 日曜日 各1,000円 第１ 金曜日 各1,000円

月額：2,000円 １０/２． 月額：2,000円 １０/７．

１０：００～約２時間 ９/２． １３：３０～約２時間 ９/４． １０：００～約２時間 ９/２．

月額：2,500円 １０/１．

ビーズアクセサリー 体験日 パッチワーク 新 ヨーロッパの伝統的なコード刺繍ソウタシエ各1,000円

月額：2,000円 １０/７．

８/１９． 川崎　正美 体験日 ハマダ　ミチコ

１０：００～１２：３０ １３：３０～１５：３０ ９/１６． １３：００～約２時間

体験日　各1,000円
第３ 金曜日 第４ 金曜日 ８/２６． 第２　木曜日 各1,000円 第３ 金曜日 第４ 金曜日 （午前）　８/１９　９/１６

ハマダ　ミチコ

８/１１． １０：００～１２：３０ １３：３０～１５：３０ （午後）　８/２６　９/２３

月額：2,200円 月額：2,200円 ９/２３． 月額：2,000円 ９/８． 月額：2,200円 月額：2,200円

やさしい手編み
音
楽

新 女性限定健康カラオケ教室 元プロ歌手から学ぶカラオケ教室
笠原　美智子 無料見学 ３０分個人 グループレッスン 体験日 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。歌謡曲・演歌・ＰＯＰＳなど上手く歌えるよう

第1・3 木曜日 予約制です 第２・４　火曜日 第２・４　火曜日 各1,000円
１０：００～１２：３０ ８/２５． １３：００～１４：０５ １４：２０～１６：００ ８/２３．

月額：4,750円 ９/８． 月額：5,000円 月額：4,000円 ９/１３． 小笠原　身奈 第１・３ 月曜日 体験日各1,000円

ボイストレーニング大野先生クラス ボイストレーニング渡部先生クラス
午後：1２：１５～１３：５５ ８/２９　９/５
午後：1４：１０～１５：５０ 元プロ歌手

　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 　きれいな発声を目指すなら　声楽家　渡部　玲子 夕方：１６：０５～１７：４５ 森　みさ子
第２・４　水曜日 第３　土曜日 体験日　各1,000円 第１・３ 火曜日 第４　土曜日 体験日　各1,000円 夜：１８：００～１９：３０　　月額：各4,000円
１２：５０～１３：５０ １３：１５～１４：１５ （水）　８/２４　９/１４ １５：００～１６：１５ １１：３０～１２：３０ （火）　８/１６　９/６

ボイストレーニング和泉先生クラス月額：4,000円 月額：2,100円 （土）　８/２０　９/１７ 月額：4,000円 月額：2,100円 （土）　８/２７　９/２４

ジャズ＆ＰＯＰＳ 新 フルート30分個人 やさしいオカリナ 体験日各1,000円
大野　めぐみ 体験日 有延　千尋 体験日 グループレッスン ３０分個人 体験日 ８/２９　９/５
第３　土曜日 各1,000円 第１・３　月曜日 各1,000円 第1・３　月曜日 第1・３　月曜日 各1,000円 第１・３ 月曜日

１４：３０～１５：３０ ８/２０． １２：１５～１５：００ ８/２９． １０：００～１１：３０ １２：１５～１５：００

ハワイアンウクレレと歌 マンドリン スチールギター ギター教室（３０分個人）

８/２９． １０：４５～１１：４５

月額：2,100円 ９/１７． 月額：５，０００円

第２・４ 月曜日 体験日 小林“LION”潔 体験日

月額：4,000円 和泉　聡子９/５． 月額：4,400円 月額：5,000円 ９/５．

体験日
（入門）１１：３０～１２：４５ 各1,000円 （初級）１４：１５～１５：４５ 各1,000円 第１・３月曜日 各1,000円
第１・３ 火曜日 体験日

第１・３　木曜日 各1,000円
（中級）１３：００～１４：１５ ８/１６． （入門）１６：００～１７：３０ ８/８． １４：００～１５：１０ ８/２９． １２：３０～１５：００ ８/１８．

月額：4,400円 ９/１．月額：4,400円 ８/３０． 月額：4,400円 ８/２２． 月額：4,000円 ９/５．

平川　三郎



月　

体験日各1,000円

８/１０．９/１４． おしゃれな

体験日各1,000円

８/２６．９/２３．

フレンチデコ第４　金曜日

新

体験日各1,000円
８/１７　９/７

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。日本の
懐かしい变情歌から最新ヒットまで楽しく
学びましょう♪

はじめてのケーナ

１０月２３日（日）１３：００～１６：００　１day 入会不要１０月２３日（日）１０：００～１２：００　１day 入会不要

右脳を鍛錬し、集中力や思考力を養
い、脳トレ手法を用いた「算数・国語・
漢字」の トレーニングなどを行います

各1,000円
８/２０．

９/１７．

アドラー心理学

アドラー流コーチング

ケーナ奏者

９/９　１０/１４
入りやすくて奥が深く、人の
ココロを豊かにする文芸−そ
れが川柳です。日本語の魅
力とあわせて楽しく講義をい
たします

おもしろ川柳教室

第１・３月曜日

麻雀をする事で前頭前野が
活性化して認知症予防に役
立ちます。初めてでも優しく
お教えいたします

ペーパーアート

はじめての仏画

１４：００～１５：３０

各1,000円

第２　金曜日

体験日各1,000円

８/１２．

９/８．

１３：３０～約２時間

各1,000円

９/７．

各1,000円

旅行に役立つ水彩画

１０：１５～１２：１５

チョークアート

月額：2,200円 江畑 哲男 

１３：００～１５：００

ボタニカルアート

各1,000円

森屋学習塾代表

毎週　土曜日

着物リフォーム

目羅　健嗣

１３：４５～１５：４５１３：００～１５：００

２才児

月額：4,400円

大人の方
対象のク
ラスです

１０：３０～１２：００

オラクルカードは、真実を明かす神秘的なカードです。オラクルカード
リーディングの基礎について実践しながら楽しく学びます

珠木　結生

珠木結生　

インテリア風水について、お部屋をコーディネートするため
に大切なポイントを順序立てて学ぶことが出来ます。

受講料；4,800円　教材費：1,500円（修了証代含む）

月額：2,500円

新

１０：００～１５：３０

パソコンが苦手でも月収５３万円を目指せる集客講座

１１：５０～１３：１０

月額：4,400円

月額：3,500円 ３０分個人レッスン

第２・４月曜日

ティッシュケースやティーセット
など身近にあるインテリア雑貨
を作りましょう。シールを張る感
覚で手先を動かす楽しさを♪

体験日

第２・４金曜日

各1,000円

第１・３水曜日

月額：4,400円月額：4,400円

８/１７．

体験日

月額：4,400円

第１・３火曜日

火クラス　 ８/２３　９/６
土クラス　 ８/２７　９/３

パステルシャインアート

月額：6,000円

体験日
第１・３水曜日

８/１７．

新

第１　火曜日

月額：2,200円
８/９．

８/２５　９/８

１０：３０～１２：３０

月額：2,500円

色えんぴつで描く

８/２３．

月額：4,400円

日本プロ麻雀連盟所属
内山　えみ

武蔵野音楽大学ピアノ科卒　小野　彰子

月額：3800円

カルチャー業界ＴＯＰク
ラスの生徒数を誇る講
師から学べます
韓国語講師　金　英珠

三郷市三郷１－５－８三光ビル２階

新

他社より安い

各1,000円
８/２４．

うえたけ　まゆみ

９/６．

１３：００～１５：００

月額：2,200円

第４　水曜日
１０：３０～約９０分

第１ 土曜日

他社より安い

体験日体験日

金運ＵＰ風水アドバイザー養成講座

月額：3,980円

東葛川柳会代表

第３　火曜日

プロのカウンセラーでもある講師から、理論と実践・
心理学の要素も取り入れた分かり易い講座です

８/２５．

ＹＯＫＯ

１３：００～１５：００

上村　信子

９/３．

１０/１．

第１・３火曜日
１０：３０～１２：３０

体験日
各1,000円

９/２８．

８/９　９/１３

オラクルカード・セラピスト養成講座

インテリア風水コーディネーター養成講座

受講料；3,800円　教材費：1,500円（修了証代含む）

体験日：無料

第１・３水曜日
１３：３０～１５：００

新

新

タロット占い師養成講座

柴田　かおる 体験日

タトゥとは違い、身体に傷をつけたり痛みを感じることがなく、まる
で身体に直接宝石をつけているかのような美しい仕上がりです

月額：2,100円

８月２８日（日）１０：００～１４：００　１day 入会不要

８/９．

笠原　美智子 無料見学

１０/７． 月額：4,750円 ９/７．

古積　里江子

月額：4,400円

体験日

８/１７．９/２． １０：００～１２：３０

８/２３．

第２・４火曜日 各1,000円 第３　木曜日 各1,000円

月額：2,200円 ９/１５．

８/１８．１０：００～１２：００

体験日
第１　金曜日 各1,000円 第１・３水曜日 予約制です
１３：３０～約２時間

月額：2,200円

ハワイアンキルト パッチワークキルト
月額：2,100円 ９/９．

やさしい手編み

各1,000円

月額：2,100円 １０/７．

各1,000円 第１　金曜日
瀬沼　絢子 体験日

８/２３．１３：００～１５：００ １０：３０～１２：３０ ９/２．

第２　金曜日 各1,000円 第４　火曜日

月額：2,200円 ９/２７．

伊藤セツ子

月額：2,100円

第３　木曜日
１３：００～１５：００

召田　幸恵 体験日 小野寺　マヤノ 体験日

１３：００～約２時間

シルバーアクセサリー 和紙で楽しむ折り紙剪画（きり絵）
月額：2,200円

創
作

月額：2,200円

山中　あゆみ

お申込みは事前にご予約願います
ＴＥＬ：０４８－９５４－８１１８

１０/４．

はじめてのパステル

体験日
各1,000円

体験日

体験日
各1,000円

８/１１．

ハマダ　ミチコ

月額：4,400円 ８/２５．９/６．

８/１６． １３：３０～１５：３０

渡邉　榮峰 小山　典子

はじめてのグルーデコ

珠木　結生　

８/１１．

１０：１５～１２：１５ １３：００～１５：００

９/６．

画家　樋口　研司

第２・４木曜日
体験日

月額：4,400円

斉藤　美智子

８/３０　９/２０

８月２８日（日）１０：３０～１６：３０１day 入会不要
受講料；8,000円　教材費：1,250円（認定料込）

相性診断アドバイザー養成講座

月額：2,200円
１０：００～１２：００

パソコンを使うのが苦手でも、簡単に集客を仕組み化し月収５３
万を目指す事ができる「実践的１１ステップ」を学びます。他セミ
ナー会場では18,000円の受講料を頂いていますが、ソレイユカ
ルチヤーＯＰＥＮ記念で今回のみ半額以下でお教えいたします

８/１６．

小学生の英語教室

１３：００～１５：００

はじめての洋裁

新

第２・４木曜日

月額：4,400円

透明水彩画

珠木　結生

ポーセラーツ＆デコパージュ

各1,000円 各1,000円

受講料；4,800円　教材費：1,500円（修了証代含む）

新

体験日

受講料；9,800円　教材費：3,200円（修了証代含む）

やさしい絵画教室

９月２５日（日）１３：００～１６：００　１day 入会不要

岩部　暁明

ボディージュエリーアーティスト養成講座

新

第１・３水曜日 第１・３水曜日 各1,000円

１６：００～１８：００

月額：4,400円

受講料；3,800円　教材費：1,500円（修了証代含む）

絵
画

やさしい色えんぴつ教室

第２・４木曜日

新

毎週木曜日
１７：３０～１８：２０

第２　土曜日

新 はじめてのネットオークション新はじめての韓国語
体験日各1,000円

金クラス　

新

偏差値をグッと上げた森屋式知育教育

小４～小６
毎週木曜日

前回１円で購入した本を出品した生徒様
が講座中に5,000円で落札されるという
出来事がありました！アマゾンランキン
グ２位の講師から分かり易く学びます

毎週　火曜日
１３：１５～１４：０５

月額：3800円

小学校や語学専門スクールで講
師をされている経験豊富な講師か
ら学べます。「学校の授業だけで
は尐し不安…」「将来のことを考え
て、英会話を習わせたい」 とお考
えの方は、ご受講くださいませ

森屋　初恵
体験日：各50円

第２・４火曜日
１３：４５～１５：４５

月額：3,500円

各1,000円
８/９．

８/２３．

新 体験日

１０：１５～１２：１５

月額：2,100円

絵と書と俳句

１６：３０～１７：２０

第２・４　火曜日

月額：4,000円

９/７．

９月２５日（日）１０：００～１２：００　１day 入会不要

体験日

清水　康之

月額：4,000円
１０：００～１５：３０

 断捨離ネットオークション著者　岡本ダイスケ

９/１０スタート（全３回）　先着１０名様限定

新 はじめてのウクレレ

第１・３ 金曜日

月２回のピアノ教室

ここから下はソレイユカルチャーセンター三郷の掲載です　ＴＥＬ：048-954-8118

受講料は3ヶ月分前納制です（１day講座を除く）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記です

入会金半額キャンペーン中
　通常5,000円が2,500円（税別）９月１５日まで

三郷駅南口徒歩３分

新 女性のための麻雀教室
体験日各1,000円

新

Office sunny-spot 代表　大野　美樹 ビリギャルを合格に導
いたアドラー心理学を
基本から学びます。人
生が好転する今話題
の講座です月額：2,500円

１３：３０～１５：３０
第３ 土曜日

小１～小３
第３ 土曜日

月額：6,000円

心理学 コーチング

我が家のペット

８/８　８/２２
８/１２　８/２６

体験日　各1,000円
（水）８/１７　９/７

体験日：各1,000円

（金）８/１９　９/２

第１・３水曜日
１９：２０～２０：４０

牧伸二の甥っ子ウクレレ奏者　鰯屋　猫助

１３：１５～１４：４５

初心者の方にも安心して始
めていただける洋裁教室で
す

１１：２５～１２：１５
毎週　火曜日

小学校英語指導者

りょうこ先生

画家　樋口　研司

柳田　淑代

月額：2,500円

月額：3800円

年中（５才児）
毎週　火曜日

１５：２５～１６：１５ １０：２０～１１：１０１４：２０～１５：１０

３才児
教育アドバイザー

月クラス　

 アマゾンランキング２位断捨離ネットオークション著者　岡本ダイスケ

９月１０日スタート（全３回）　先着１０名様限定

９/８　９/１５

年長（６才児）
毎週　火曜日

月額：3800円 月額：3800円

１０：１０～１１：３０

年尐（４才児）

１０：００～１２：００

体験日各1,000円

前島　晶子

この講座では人間関係の相性診断の方法を知り、よりよい関係
を構築するためのバランスのとり方を学ぶことが出来ます

新新

ミッシー・コア代表

新

第２　土曜日

９/１５．

心をつなぐ絵手紙

１３：００～１５：００１０：００～１２：００ １３：１５～１５：１５
第1　木曜日 第２　水曜日第1　木曜日

１３：００～約２時間

体験日
各1,000円

８/１８．

月額：2,500円

柳田　淑代

月額：2,000円

はじめてのビーズ

月額：2,200円
９/１．

１０/６．

第２　水曜日

　福岡　均

第２　木曜日

１０月３日スタート　先着６名

福岡　均

８/１１．

体験日 風水は多くの成功者も活用している統計学です、金
運UPのコツを風水を通じて学びます

橋立　昇 透明水彩を使って美し
い植物画が描けるよう
に基礎からやさしく指
導いたします

１３：００～１４：３０

ここから下はソレイユカルチャーセンター三郷の掲載です
ＴＥＬ：０４８－９５４－８１１８
料金は税別表記です。別途教材費がかかる講座もございます
受講料は3ヶ月分前納制です（１day講座を除く）

創
作

フルーツ＆ソープカービング テディベアと動物たち 手まりを創る
　山中　あゆみ 体験日 しみづ　よーこ 体験日各1,000円 梅津登茂子 体験日

第２　水曜日 第２　水曜日 各1,000円 第２　木曜日 ９/８　１０/１３ 第１・３　木曜日 各1,000円
１０：１５～１２：１５ １３：１５～１５：１５ ８/１０． １０：００～１２：００ プレゼントにもとても喜

ばれます
１３：００～１５：００ ８/１８．

月額：2,100円 月額：2,100円 ９/１４． 月額：２，２００円 月額：4,400円 ９/１．

ちりめん細工のつるし飾り プリザーブドフラワー はじめての洋裁・着物リフォーム
深谷　由紀子 ８月２５日スタート 柴田　かおる 体験日 １０月３日スタート　先着６名
第４　木曜日 先着８名様　限定 第１　金曜日 各1,000円 第１・３月曜日 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。服のサイズ直しやリメイクもエコで素敵ですね１３：００～１５：３０
残席１名

１３：３０～約２時間 ９/２． １０：００～１２：００

月額：2,300円 月額：2,100円 １０/７． 月額：4,400円 ミッシー・コア代表　　斉藤　美智子

語
学

はじめての韓国語 はじめてのフランス語 思いが伝わる英会話
 金　英珠 体験日 　早坂　新弥 体験日 はじめての方 経験のある方 体験日 文法・発音から

分かり易くお教
えいたします♪

各1,000円
８/２９．

９/５． 亀田　秋子

第２・４木曜日 各1,000円 第２・４水曜日 各1,000円 第１・３月曜日 第１・３月曜日
１３：１５～１４：４５ ８/２５． １３：１５～１４：４５ ８/１０． １２：３０～１３：５０ １４：０５～１５：２５

月額：4,400円 ９/８． 月額：4,400円 ８/２４． 月額：4,400円 月額：4,400円

英語で伝える日本の文化 はじめての英会話 体験日　各1,000円
簡単な単語で伝わる！旅行に役立つ英会話（水）８/１０　８/２４

早坂　新弥 体験日 年中行事・風習など、英語で
どう伝えるのかを知って おく
と会話が楽しくなります

はじめての方 （金）８/１２　８/２６ 体験日
第２・４金曜日 各1,000円 第２・４金曜日 第２・４水曜日 第１・３・４木曜日 第１・３・４木曜日 各1,000円

８/１２． １０：００～１１：３０ １５：００～１６：３０ ９：４５～１１：００ １１：１５～１２：３０

はじめての方 経験のある方

８/１８．

月額：4,400円 ８/２６． 月額：4,400円 月額：4,400円 早坂　新弥 月額：6,600円 月額：6,600円 ８/２５．

１１：５０～１３：１０

音
楽

牧伸二の甥っ子の ギター教室 体験日 水クラス　 ８/１７　９/７

第１・３水曜日 第２・４土曜日 第１・３水曜日 第２・４土曜日

マンドリン教室各1,000円 土クラス　 ８/２７　９/１０

ウクレレ教室 グループレッスン ３０分個人レッスン ３０分個人 グループ 体験日
第２・４　火曜日 第２・４　火曜日 各1,000円

夜クラス 体験日　各1,000円 １６：００～１７：３０ １５：００～１６：３０ １７：３０～１９：００ １６：３０～１９：００ １２：５０～１４：００ １４：１５～１５：４５ ８/９．

第１・３水曜日 （水）８/１７　９/７ 月額：4,400円 月額：4,400円 月額：4,800円 月額：4,800円 月額：4,400円 月額：4,400円
１９：２０～２０：４０ （金）８/１９　９/２

はじめてのケーナ 健康になるハーモニカ やさしいオカリナ月額：4,400円 　鰯屋　猫助
はじめての方 糸田　朝子 体験日 有延　千尋

１０：３０～１２：００

８/２３．

第１・３金曜日 第１・３金曜日 第１・３水曜日 各1,000円 第２・４火曜日 各1,000円
１１：５０～１３：１０ １３：３０～１５：００ ８/１７． １３：３０～１５：００ ８/９．

体験日
第２・４木曜日 各1,000円

清水　康之 体験日

８/１１．

月額：4,400円 月額：4,400円 月額：3,980円 ９/７． 月額：4,400円 ８/２３． 月額：4,400円 ８/２５．

１０：１０～１１：３０

大人のピアノ教室
体験日：各1,000円 水クラス　 ８/１７　８/２４

資
格

修
了
証

第１・３月曜日 第２・４月曜日 毎週火曜日 毎週水曜日

アドラー流コーチング８/２２　８/２９　９/５　９/１２ 金クラス　 ８/１２　８/２６
火クラス　 ８/９　８/２３ 土クラス　 ８/２０　８/２７ 大野　美樹 体験日

第２・４金曜日 毎週土曜日 第３　土曜日 各1,000円
１３：３０～１５：３０ １０：００～１５：３０ １６：３０～１８：３０ １６：３０～１９：３０ １０：００～１５：３０ １５：３０～１９：００ １０：３０～１２：３０ ８/２０．

月額：3,500円 月額：3,500円 月額：6,800円 月額：6,800円 月額：3,500円 月額：6,800円 月額：2,500円 ９/１７．

アドラー心理学
体験日各1,000円

アートセラピスト養成講座 トータルボディセラピスト養成講座 開運風水８/２０　９/１７
大野　美樹 ビリギャルを合格に導いたア

ドラー心理学を基本から学
びます。人生が好転する今
話題の講座です

原田　成志 体験日 クライアントが書い
た絵を見て心の状
況が分かるように
指導いたします

梶　ゆりこ

月額：2,500円 月額：4,000円 ８/２２． 月額：4,400円

体験日 佐藤　宗眩 体験日
第３　土曜日 第２・４月曜日 各1,000円 第２・４月曜日 各1,000円 第３　金曜日 各1,000円
１３：３０～１５：３０ １３：３０～１４：４０ ８/８． １０：３０～１２：００ ８/８． １３：００～１４：３０ ８/１９．

８/２２． 月額：2,300円 ９/１６．

占
い

やさしい占い教室 手相の神秘 驚異的な的中率推命と手相
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

第３　金曜日 各1,000円

体験日各1,000円

８/２４　９/２８
佐藤　宗眩 体験日 明日から将来にかけ

て新しい自分自身を発
見しましょう

岡田　人篤 体験日 日本占術協会認定占術師　半田　晴詠

第４　水曜日 各1,000円 第４　水曜日 第４　水曜日
１０：３０～１２：００ ８/１９． １４：００～１５：３０ ８/２４． １０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０

月額：2,300円 ９/１６． 月額：2,000円 ９/２８． 月額：2,300円 月額：2,300円

趣
味

写経と法話 人に好かれる話し方 体験日各1,000円
効果のある脳活！速読

月クラス

８/８　８/２２ ８/８．

「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、迷いも消えます

グループ ３０分個人 人前に出ても緊張しな
いで話せるよに、実践
を交えてレッスンいた
します

第２・４月曜日 夜クラス ８/２２．

第２・４月曜日 第４　月曜日 １０：３０～１１：２０ 第１・３木曜日 木クラス

１４：５０～１５：５０ １６：１０～１９：００ １１：４０～１２：３０ １９：３０～２０：２０ ８/１８．

有坂脩岳 体験日 月額：4,000円 月額：2,500円 原田　成志 月額：4,800円 月額：4,800円 佐藤　昌幸 ９/１．

第１　 火曜日 各1,000円
美しいボールペン教室

火
やさしい朗読講座 はじめての朗読１０：３０～１２：００ ９/６． ８/９．

月額：2,200円 １０/４． ペン字講師　小山　典子 ８/２３． 松井 利江 体験日 体験日

こころに残る写真教室
第２・４　火曜日 第２・４　土曜日 土 第１・３月曜日 各1,000円
１０：３０～１２：００ １０：１５～１１：１５ ８/２７． １１：３０～１３：００ ８/２９． １０：３０～１２：００

定行　恭子

月額：3,500円 ９/１０． 月額：4,400円 ９/５．

第１・３土曜日 各1,000円
８/２０．

月額：4,200円 ９/３．

（月）９/５　１０/３
女性のための麻雀教室 新 おもしろ川柳教室 はじめての五行歌（水）９/７　１０/５

体験日　各1,000円 月額：3,700円

写真家　斉藤　小弥太 内山　えみ 体験日 江畑 哲男 体験日

月額：4,400円 月額：2,200円 月額：3,500円 ８/２３．

坂東　和代 体験日
第１・３月曜日 第１　水曜日 第２・４火曜日 各1,000円 第２　金曜日 各1,000円 第１　水曜日 各1,000円
１０：１５～１２：００ １３：３０～１５：３０ １３：４５～１５：４５ ８/９． １４：００～１５：３０ ９/９． １３：００～１５：００ ８/３．

月額：2,200円 １０/１４． 月額：2,200円 ９/７．

こ
ど
も

特別講座小学生の英語教室 個別指導（英・国・数）
体験日　無料

初心者のための俳句入門８/２２　９/５
小１～小３ 小４～小６ 体験日 毎週　月曜日 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（小・中・高）

山崎　聰

９/８． 小学校英語指導者 １８：３０～１９：５０ １３：００～１５：００

体験日
毎週木曜日 毎週木曜日 無料 １7：００～１８：１５ 第４　月曜日 各1,000円

１６：３０～１７：２０ １７：３０～１８：２０ ８/２２．

月額：6,000円 月額：6,000円 ９/１５． 柳田　淑代 ２０：１０～２１：3０ 月額：7,600円 井上個別塾主宰　井上　浩一 月額：2,200円 ９/２６．

そろばん・暗算教室 絵画工作教室 学力がグングン伸びる速読
森屋珠算教室主宰　森屋　初恵 体験日 園児クラス 小学生クラス 体験日 佐藤　昌幸 体験日
毎週土曜日 毎週土曜日 無料 第２・４水曜日 第２・４水曜日 各５００円 第１・３木曜日 無料

１３：１０～１４：１０ １４：３０～１５：３０ ８/２０． １５：５０～１６：５０ １７：００～１８：３０ ８/１０． １７：３０～１８：２０ ８/１８．

月額：3,800円 月額：3,800円 ８/２７． 対象年齢：小学生 月額：3,200円 月額：3,800円 ８/２４． 月額：4,500円 ９/１． 対象年齢：小学生　

元小学校教諭から学べる人気の毛筆と硬筆
体験日 火クラス 　科学実験教室 自信がつく話し方

体験日　無料
無料 ８/１６． ９/３　９/１７

火曜クラス 火曜クラス 土曜クラス ９/６． やまかわ　ゆきこ 体験日 定行　恭子 今のうちから人前で上がらずベ
ストをつくせる練習をします。
対象年齢：小学生

第１・３火曜日 第１・３火曜日 第２・４　土曜日 土クラス 第１　土曜日 各５００円 第１・３土曜日
１６：３０～１７：３０ １７：４０～１８：４０ １１：３０～１２：３０ ８/２７． １５：００～約９０分 ９/３． １３：００～１４：００

月額：3,100円 月額：3,100円 月額：3,100円 ９/１０． 月額：1,800円 １０/１． 対象年齢：小学生 月額：3,100円

ギター教室（３０分個人） ピアノ教室 体験日：無料 水クラス　 ８/１７　８/２４
月クラス　 ８/２２　９/５ 土クラス　 ８/２０　８/２７

石川裕一 体験日 アコースティツク・エレキ・
フォークまでどんなギターで
も対応いたします

３０分個人レッスン　４才～ 火クラス　 ８/２３　９/６

８/１７． １５：４５～１９：３０ １５：３０～１８：３０
第１・３水曜日 無料 毎週月曜日 毎週火曜日 毎週水曜日 毎週土曜日 ひとりひとりのペース

に合わせてご指導い
たします

１７：３０～１９：００ １５：３０～１９：３０ １５：３０～１９：００

月額：4,400円 ９/７． 対象年齢：小学生　ギターレンタル可（無料） 月額：6,800円 月額：6,800円 月額：6,800円 月額：6,800円


